
○スケート競技（スピード）
　　平成25年1月28日（月）～31日（木）　福島県郡山市　郡山スケート場
○スケート競技（ショート・フィギュア）
　　平成25年1月27日（日）～30日（水）　東京都江戸川区　江戸川スポーツランド　他
○アイスホッケー競技
　　平成25年1月28日（月）～2月1日（金）　東京都東大和市　東大和スケートセンター　他
○スキー競技
　　平成25年2月16日（土）～　19日（火）　秋田県鹿角市　花輪スキー場

【スケート競技】

〔スピード〕

種　　別 種目等 選　　手　　名 所　　　属 結　果 得  点 記録等 

500m 阿　部　考　平 日本体育大学 準決勝敗退 39.54

500m 池　田　晋一朗 神奈川体育館 予選敗退 38.28

1000m 小　坂　　　龍 専修大学 予選敗退 記録なし

1000m 菅　原　大　祐 日本体育大学 予選敗退 1:22.19

1500m 髙　木　大　輔 日本体育大学 予選敗退 2:08.01

1500m 松　井　宏　佑 専修大学 予選敗退 2:00.83

5000m 齋　藤　紘　彬 専修大学 予選敗退 記録なし

5000m 田　中　洸　司 専修大学 予選敗退 記録なし

2000mR 阿部・松井　池田・小坂 神奈川県 ２位 7.00 2:30.47

1000m 予選敗退 記録なし

1500m 予選敗退 記録なし

1000m 予選敗退 記録なし

3000m 予選敗退 記録なし

1500m 予選敗退 記録なし

3000m ８位 1.00 記録なし

500m 千　田　志　輝 県立神奈川総合産業高等学校 予選敗退 45.14

500m 山　田　佑　太 県立相模原中等教育学校 予選敗退 50.65

1000m 予選敗退 記録なし

1500m 予選敗退 記録なし

1000m 予選敗退 記録なし

1500m 予選敗退 2:21.23

2000mR
遠藤・千田
山田・秋元

神奈川県 予選敗退 記録なし

〔ショートトラック〕

種　　別 種目等 選　　手　　名 所　　　属 結　果 得  点 記録等 

500m ８位 1.00 44.098

1000m ６位 3.00 1:35.547

500m ５位 4.00 43.511

1000m ３位 6.00 1:37.182

5000mR
村竹(啓)・齋藤

池・高田
神奈川県 ２位 7.00 7:09.762

500m 髙　橋　佑　季 共立女子大学 予選敗退 56.698

1000m 髙　橋　る　み 予選敗退 2:00.713

500m ３位 6.00 47.795

1000m ６位 3.00 1:47.444

3000mR
髙橋(り）髙橋(佑）

髙橋(る）坂下
神奈川県 ４位 5.00 5:11.156

500m ２位 7.00 44.385

1000m ２位 7.00 1:32.910

500m １位 8.00 44.120

1000m １位 8.00 1:31.755
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阿　部　真　衣 日本体育大学

秋　元　航　太

秋　山　佳　菜 日本体育大学

少年男子

遠　藤　　　拓

成年男子

日本体育大学

県立相模原青陵高等学校

齋　藤　　　慧 光明学園相模原高等学校

坂　下　泰　子

齋　藤　　　悠 神奈川大学

成年女子

成年女子

少年男子

岩　佐　　　暖 都立町田総合高等学校

成年男子

川　口　愛　莉

村　竹　啓　恒 神奈川大学

県立神奈川総合産業高等学校

神奈川大学健康科学スポーツセンター



〔フィギュア〕

種　　別 種目等 選　　手　　名 所　　　属 結　果 得  点 記録等 

佐々木　彰　生 明治大学

松　村　　　成 明治大学

石　井　綾　香 日本大学

村　主　章　枝 サニーサイドアップ

小曽根　孝　浩 慶應義塾高等学校

中　島　将　貴 武相高等学校

鈴　木　美　桜 慶應義塾湘南藤沢高等部

松　嶋　那　奈 駒場学園高等学校

４位 119.00

９位 37.00

【アイスホッケー競技】

種　　別 種目等 選　　手　　名 所　　　属 結　果 得  点 記録等 

成年男子 神奈川選抜 ７位 10.00 vs大阪

少年男子 神奈川選抜 ６位 15.00 vs長野

６位 35.00

【スキー競技】

〔ジャイアントスラローム〕

種　　別 種目等 選　　手　　名 所　　　属 結　果 得  点 記録等 

阪　下　敬　紀 専修大学 　３４位 　 1:03.38

長　岡　祐　太 専修大学 　４３位 　 1:04.11

鈴　木　祐　太 三菱商事 　４９位 　 1:04.82

佐　宗　洋　彦 　３４位 1:00.76

小　島　久　典 小島商事 　５７位 1:04.19

下　村　泰　則 トーエル 　１７位 1:05.38

槻　橋　正　峰 日立情報通信エンジニアリング 　３９位 1:07.73

比留間　　　悟 音霊シ―スタジオ 　５５位 1:10.47

杉　山　冬　美 神奈川大学 　２６位 1:03.99

平　賀　智菜実 日本女子体育大学 　DNF 記録なし

柳　澤　佑　季 　３１位 1:13.29

森　川　順　子 K.com大西 　２２位 1:10.39

皆　川　大　弥 慶應義塾高等学校 　４４位 1:02:56

宇都出　　　鷹 慶應義塾高等学校 　９２位 1:05:23

江　並　龍之介 桐蔭学園中等教育学校 １３６位 1:10.46

杉　本　泰　輔 県立三浦臨海高等学校 １２１位 1:07.76

小　林　秀太郎 慶應義塾高等学校 １３１位 1:09.42

西　川　蘭　丸 桐蔭学園中等教育学校 １２３位 1:08.36

川　本　莉　愛 相模女子大学高等部 　２０位 1:02,64

松　岡　瑞　季 県立相模原高等学校 　５１位 1:07.59

米　山　沙　希 県立海老名高等学校 　８６位 1:14.51

〔クロスカントリー〕

種　　別 種目等 選　　手　　名 所　　　属 結　果 得  点 記録等 

高　橋　克　典 東京工業大学 　８０位 35:07.9

亀　屋　誉　瑛 慶應義塾大学 　６４位 31:47.8

大　塚　　　良 横浜構造設計 　７６位 34:31.5

縄　田　尊　司 パイオニア 　２６位 15:08.2

長　嶺　嘉　洋 エグゼメディカル 　３０位 15:25.1

リレー
高橋・亀屋
縄田・長嶺

神奈川県 　２１位 2:16:21.5

２３位 10.0

１７位 10.0

冬季大会終了時　天皇杯 ５位 164.00

皇后杯 １２位 47.00

天皇杯順位及び得点

皇后杯順位及び得点

12.00
（個人１３位）
（個人　７位）

成年男子 ４位

５位

9.00
（個人１２位）
（個人１７位）

少年男子 ６位

15.00
（個人　３位）
（個人１５位）

成年女子

成年男子

少年女子 ９位
（個人２６位）
（個人９位）

Ｂ

成年男子 Ｃ

天皇杯順位及び得点

皇后杯順位及び得点

天皇杯順位及び得点

成年男子 Ａ

少年女子

成年男子

Ａ

Ｃ

成年女子 Ａ

成年女子 Ｂ

少年男子


