
  
 

 
 

 

平成26年5月30日 

各  位 
 

                          会 社 名 日本電産株式会社 
                           代表者名  代表取締役社長 永守 重信 

                           取 引 所  東証一部（６５９４） 

                                   ＮＹＳＥ（ＮＪ） 

                           問合せ先  広報宣伝・ＩＲ部長 田村 徳雄 

                           Ｔ Ｅ Ｌ  （０７５）９３５－６１５０ 

 
 
 

日本電産サンキョースケート部の新体制と特別強化施策について 
 
 
 

 当社子会社である日本電産サンキョー株式会社は、本日、日本電産サンキョースケート部の新体

制と特別強化施策について発表いたしましたので、別紙の通りお知らせいたします。 
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２０１４年５月３０日 
各位 

日本電産サンキョー株式会社 
代表取締役社長 安川 員仁 

 
日頃より日本電産サンキョースケート部に対し、ご指導ご協力を賜り、誠にありがとう

ございます。日本電産サンキョースケート部は以下の新しい体制と強化施策で活動を推進

してまいりますので、ご報告いたします。 
 
１．新入部員 

２０１４年４月より、以下の２選手が新しく入部いたしました。 
氏   名 種   目 出身校 出身地 

中村 健斗 ５００ｍ、１０００ｍ 日本大学卒 長野県原村 
ウィリアムソン師円 ３０００ｍ、５０００ｍ 山形中央高校卒 北海道浦河町 

 
２．退部者 

２０１４年３月をもって、以下３名がスピードスケート競技選手を引退いたしました。 
氏 名 区 分 進   路 

上條 有司 退部 日本電産サンキョー株式会社 総務部、ジュニア指導 
石野枝里子 退部、退社 東京都北区教育委員会 東京オリンピック・パラ

リンピック担当課 
仁科有加那 退部、退社 北海道士幌町教育委員会 施設管理、スポーツ助手

 
３．新体制 ＜スタッフ、選手名簿は別紙参照＞ 

長島圭一郎・・・気力、体力の続く限り現役を続行します。 
加藤 条治・・・平昌をめざし、今年は独自の方法で体を一から作り直します。 

競技会出場はその進行を見ての判断とします。 
 

４．特別強化施策・・・日本とオランダの共同チームを発足させます。 
弊社は中長距離選手の特別強化と、オランダの指導方法、育成環境を学ぶため、オ

ランダのプロチームである「Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅ」チームに共同スポンサーとし

て参加し、以下の３選手が１年間オランダに滞在し、同チームのメンバーとしても活

動していきます。  
① 髙木菜那（２１才）② 樋 沙織（１９才）③ ウィリアムソン師円（１８才） 

オランダのチームと日本のチームが共同でチームを編成することは初めてのことで

あり、オランダでも本日発表となります。尚、この共同チームメンバーは、オランダ

国内で     と     のロゴの入ったレーシングスーツを着用します。  
Ｎｅｗ Ｂａｌａｎｃｅチームの詳細は別紙を参照願います。 
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５．次世代選手の育成 
   将来性ある高校生、大学生を対象として、当スケート部の練習への参加機会をつく

り、技術的な指導をさらに積極的に進めます。 
また、将来性ある若い選手が安心してスケートに打ち込める環境を提供するため、

高校生を中心とした、独自の育成環境構築を検討してまいります。 
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New Balance Ｔｅａｍ

１．経過
（１） ２０１３年平昌オリンピックを目指し、Ｊｏｈａｎ　ｄｅ　Ｗｉｔコーチのもとに”Ｐｒｏｊｅｃｔ　２０１８”

チームが結成される。
（２） ２０１４年５月２０日アメリカのスポーツブランドである”Ｎｅｗ　Ｂａｌａｎｃｅ”とスポンサー契約

締結をしていることを発表。
（３） ２０１４年６月から日本電産サンキ 株式会社は同チ ムとスポンサ 契約を締結し（３） ２０１４年６月から日本電産サンキョー株式会社は同チームとスポンサー契約を締結し、

当社スケート部の中長距離選手３人をチームメンバーとして参加させることといたしました。

２．チーム
　　概要 本拠地 オランダ　ヘレンベーン

ヘッドコーチ 　Ｊｏｈａｎ　ｄｅ　Ｗｉｔ (34)
アシスタントコーチ 　Arjan Samplonius (31)

選手（女子） 　Annouk van der Weijden (27) ２０１４年３月ワールドカップ（最終戦）３０００ｍ優勝
　Irene Schouten (21) ２０１４年３月世界オールラウンド選手権総合６位
　Linda de Vries （25) ２０１４年３月ワールドカップ（最終戦）３０００ｍ５位

選手（男子） 　Lucas van Alpen (22) オランダUnder２３大会で優勝経験あり
　Jos de Vos (23) オランダUnder２３大会で優勝経験あり
　更に１名交渉中
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２０１４－２０１５　選手名簿
NR；日本記録、NJR；日本ｼﾞｭﾆｱ記録、HR；日本高校記録

長島圭一郎 【主な成績】
・2006年　トリノオリンピック　　 500m １３位

生年月日1982年 4月20日 ･2009年　世界スプリント（モスクワ） 総合 2位
出身地 北海道　池田町 ・2010年　バンクーバーオリンピック 500m 銀メダル
学歴 2005年3月　日本大学卒業 ・2014年　ソチオリンピック　　 500m ６位
入社 ・ワールドカップ 500m 通算 １３勝2005年4月入社 ・ワールドカップ　500m　通算　 １３勝

〈自己ベスト記録〉
種目 短距離　500ｍ・1000ｍ ３４．２４ (ソルトレイク)

１．０８．０９ NR （カルガリー)

加藤条治 【主な成績】
・2005年　500m　　 

生年月日1985年 2月 6日 ・2006年　トリノオリンピック　　 500m ６位

出身地 山形県　山形市 ・2010年　バンクーバーオリンピック 500m 銅メダル

学歴 2003年3月 山形中央高校卒業 ・2014年 ソチオリンピック 500m ５位

500m
1000m

2005年4月

世界記録樹立

学歴 2003年3月　山形中央高校卒業 ・2014年　ソチオリンピック　　 500m ５位

入社 ・ワールドカップ　500m　通算　 １４勝

〈自己ベスト記録〉
種目 短距離　500ｍ・1000ｍ ３４．２１ NR (ソルトレイク)

（カルガリー)

羽賀亮平 【主な成績】
・2010年　バンクーバーオリンピック 1000m ２９位

生年月日1988年 9月 17日 ・2010年　全日本スプリント（盛岡） 総合優勝
出身地 北海道 帯広市 2008 2011年 インカレ 500 4連覇

1000m
500m

１．０８．６８

2003年4月

出身地 北海道　帯広市 ・2008～2011年　インカレ 500m 4連覇
学歴 2011年3月　日本大学卒業 ・2012年　全日本スプリント（釧路） 総合優勝
入社 ･2013年　世界スプリント（ソルト） 500m 2位

〈自己ベスト記録〉
種目 短距離　500ｍ・1000ｍ ３４．４３ (ソルトレイク)

(ソルトレイク)

中村健斗 【主な成績】
・2014年　インカレ 500m ４位

中村 生年 年 ジ パ プ第 戦 位

１．０８．８８

年 月

500m
1000m

2011年4月

中村 生年月日 ・2013年　ジャパンカップ第3戦 1000m 2位
出身地 長野県　原村 ・2013年　ジャパンカップ第4戦 1000m 3位
学歴 2014年3月　日本大学卒業 ・2014年　ジャパンカップ第5戦 1000m 2位
入社 〈自己ベスト記録〉

３５．４２ （カルガリー)
種目 短距離 500ｍ・1000ｍ （カルガリー)

（カルガリー)

ウィリアムソン師円 【主な成績】

１．４７．９９

1992年1月17日

500m

1500m
１．０９．８４

2014年4月

1500ｍ
1000m

ウィリアムソン師円 【主な成績】
・2013年　5000ｍ 日本ジュニア記録・日本高校記録樹立

ウィリアムソン 生年月日 ・2013年　全日本距離別 3000m・5000m 優勝
出身地 北海道　浦河町 ・2013年　オリンピックトライアル　 5000m 優勝
学歴 2014年3月　山形中央高校卒業 ・2014年　インターハイ　 1000m・1500m 優勝
入社 ・2014年　ソチオリンピック　　 5000ｍ ２６位

〈自己ベスト記録〉
種目 中・長距離　1500ｍ・5000ｍ （カルガリー)

NJR・HR (ソルトレイク)

1995年4月28日

5000ｍ
３．４７．８２
６．２４．８１

2014年4月

3000ｍ
NJR HR (ソルトレイク)

髙木菜那 【主な成績】
・2014年　ソチオリンピック　　 1500m ３２位

生年月日1992年 7月 2日 同　チームパシュート 4位
出身地 北海道　幕別町 ・2013年　全日本距離別 3000m 優勝
学歴 2011年3月　帯広南商業高校卒業 ・2013年　ワールドカップ（Ca）チームパシュー 2位
入社 ・2013年　ワールドカップ（アスタナ） 5000m 5位

〈自己ベスト記録〉
種目 中・長距離 1500ｍ・3000ｍ １ ５５ ２５ (ソルトレイク)

5000ｍ ６．２４．８１

1500ｍ

2011年4月

種目 中・長距離　1500ｍ・3000ｍ １．５５．２５ (ソルトレイク)
　　　　　　　　　　5000ｍ (ソルトレイク)

樋 沙織 【主な成績】
・2012年インターハイ 1500m 優勝

生年月日1994年 5月 23日 ・2013年全日本ジュニアAR 総合優勝
出身地 群馬県　嬬恋村 同　　500ｍ・1000ｍ・1500ｍ 優勝
学歴 2013年3月　群馬県立嬬恋高校卒業 ・2013年世界ジュニア 　　チームパシュート 優勝
入社

〈自己ベスト記録〉

４．０４．４７

2013年4月

1500ｍ
3000ｍ

〈自己ベスト記録〉
種目 中距離 1000ｍ・1500ｍ （カルガリー)

チームパシュート （カルガリー)
１．１７．０７
１．５９．６２

1000ｍ
1500ｍ
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２０１４－２０１５　監督・コーチ名簿

今村俊明　

生年月日 1962年 5月11日

役職 監督

高村洋平

生年月日 1976年11月26日生年月日 1976年11月26日

役職 ヘッドコーチ

小澤竜一

生年月日 1981年 3月19日

役職 コーチ
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