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オホーツク地域出身の著名人
－INTRODUCTION OF MUNICIPALTIES－
■オホーツク地域出身の著名人
北見市
本橋 麻里
カーリング選手
1986.6.10（31歳）

近江谷 杏菜
カーリング選手
1989.10.12（28歳）

沢田 亜矢子
女優・タレント
1949.1.1（69歳）

北見市（旧常呂町）出身。2002年日本ジュニアカーリング選手権優勝、世界ジュニアカーリング選手権10位
(「マリリンズ」）。2005年「チーム青森」正式参加。2006年トリノ五輪7位。2009年（「チーム青森」）、
2016年（「ロコソラーレ北見）日本カーリング選手権優勝。2010年バンクーバー五輪8位。現在は、地元北見の
ロコソラーレで活躍。2016年世界女子カーリング選手権準優勝。
北見市（旧常呂町）出身。2002年日本ジュニアカーリング選手権優勝、世界ジュニアカーリング選手権10位
（「マリリンズ」）。2006年・2007年、全国高校生カーリング選手権を2連覇（北海道選抜として出場）。
2008年「チーム青森」正式参加。2010年バンクーバー五輪8位。現在は、北海道銀行フォルティウスでプレーし
ている。
北見市出身。1973年「アザミの花」で歌手デビュー。その後は女優として数々のドラマに出演。また、1979年
から朝の情報番組「ルックルックこんにちは」の司会者としても活躍（84年まで）。

Masato
ミュージシャン
1980.8.21（37歳）

ギター弾き語りとギターインストを融合した新しいジャンルの音を創作し演奏。

柴田 ヨクサル
漫画家
1972.7.1（45歳）

高瀬 愛実
女子サッカー
1990.11.10（27歳）

菊地 亜美
アイドル・タレント
1990.9.5（27歳）

安達 祐子
フリーアナウンサー
非公表

北見市（旧留辺蘂町）出身。「ハチワンダイバー」（週刊ヤングジャンプ）作者。

北見市出身。なでしこリーグのINAC神戸レオネッサ所属。日本代表（2011年～）。2011年FIFA女子ワールド
カップ優勝。国民栄誉賞受賞。2012年なでしこリーグ得点王、最優秀選手賞（MVP）

北見市出身。女性アイドルグループ「アイドリング！！！」元メンバー。2014年より北見市の観光大使に任命さ
れている。

北見市出身。高校卒業まで北見市で過ごす。フリーアナウンサーとして、STV・UHBの番組に出演。また各種講演
会で講師を務める。

山内 要一
アナウンサー
1972.12.29（45歳）

古谷 拓哉
プロ野球選手
1981.7.14（36歳）

古家 正亨
キャスター
1974.5.22（43歳）

クハラ カズユキ
ドラマー
1969.4.3（48歳）

安藤 まり子
歌手
1929.2.2（89歳）

小笠原 歩
カーリング選手
1978.11.25（39歳）

船山 弓枝
カーリング選手
1978.4.5（39歳）

北見市出身。高校卒業まで北見市で過ごす。HBCのテレビ・ラジオのリポーターとして活躍中。

北見市出身。2006年のプロ入り後から2017年に引退するまで、プロ野球千葉ロッテマリーンズに所属。リリー
フ（中継ぎ）投手として活躍。2010年の日本一に貢献。

北見市出身。高校卒業まで北見市で過ごす。ラジオDJやビデオVJとして活躍するK-POP評論家。韓流ブームの火
付け役として知られ、韓流スターからの信頼も厚い。

北見市生まれ。元thee michelle gun elephantのドラマー兼リーダー。現在は多数のバンドで活躍中。メジャーデ
ビュー前に、北見市役所に就職していた。

北見市生まれ。日本コロムビア専属歌手として「花の素顔」でデビュー。昭和28年、ご当地ソング「毯藻の唄」が
大ヒット。その後もコロムビア5人娘として活躍。現在も歌手として活動を続けている。
北見市(旧常呂町)出身。1994年、1996年、1999年日本ジュニアカーリング選手権優勝、1998年世界ジュニア
カーリング選手権準優勝、1999年、2001年、2004年日本カーリング選手権優勝(「シムソンズ」)。2006年ト
リノ五輪7位(「チーム青森」)、現役引退。2010年現役復帰。現在は、北海道銀行フォルティウスでプレーしてい
る。
北見市(旧常呂町)出身。1994年、1996年、1999年日本ジュニアカーリング選手権優勝、1998年世界ジュニア
カーリング選手権準優勝、1999年、2001年、2004年日本カーリング選手権優勝(「シムソンズ」)。2006年ト
リノ五輪7位(「チーム青森」)、現役引退。2010年現役復帰。現在は、北海道銀行フォルティウスでプレーしてい
る。
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オホーツク地域出身の著名人
－INTRODUCTION OF MUNICIPALTIES－
■オホーツク地域出身の著名人
網走市
走 裕介
歌手
1973.12.7（4４歳）

夏見 円
スキー選手
1978.7.2（39歳）

太田 明生
スケート選手
1984.9.3（33歳）

狩野 亮
シットスキー選手
1986.3.14（32歳）

千田 耕平
パワーリフティング選手
1968.4.6（49歳）

能藤 玲子
創作舞踊家
1931.5.30（86歳）

木田 敦子
箏（こと）十七弦奏者
1963.12.28（54歳）

菊池 彩
ピアニスト
1983.8.10（34歳）

網走市生まれ。農業、トラック運転手、漁師などを経験後、平成11年に作曲家・船村徹氏の内弟子となり、2009
年4月に「流氷の駅」でデビュー。2017年7月までにシングル11枚をリリース。アルバム7枚を発売。

網走市生まれ。2008年Ｗ杯で3位となり、日本のクロスカントリー史上初めて表彰台に登る。オリンピックには、
ソルトレイク、トリノ、バンクーバーと、３大会連続で出場。

網走市生まれ。バンクーバーオリンピックに出場する他、各地Ｗ杯で３度の表彰台にのぼる。特に2011年モスク
ワ大会では自身最高の2位を記録（2011年 1月31日時点）
網走市出身。2009年バンクーバーパラリンピックにて金、銅メダルを獲得。その後、イタリアの世界選手権でも
優勝。世界を代表するシットスキーヤー。2013年ソチパラリンピックのアルペンスキー男子滑降、大回転で優勝。
2018年平昌パラリンピックのアルペンスキー男子 日本代表。
網走市出身。2003年全日本ベンチプレス大会100kg級準優勝を皮切りに、2011年アジアパワーリフティング大
会において100kg級ベンチプレスの部で優勝。現在105kg級のベンチプレス部門のマスターズ１の世界記録保持
者。
網走市生まれ。市立網走高等女学校卒業まで網走市で過ごす。中学教師として網走市音根内中と二中で教鞭をとる。
その後、舞踊家に転身。数々の賞を受賞し、2007年度には地域文化功労者文部科学大臣表彰受賞。
網走市生まれ。高校卒業まで網走市で過ごす。東京芸術大学音楽学部邦楽科卒業。同大学院音楽研究科修了。「箏
座（KOTO・ZA）」のメンバーとして、ビクターエンターテインメントからＣＤをリリース。国内外において演
奏活動中。
網走市生まれ。南校卒業まで網走市で過ごす。洗足学園音楽大学ピアノ科卒2006年ソリストとして札幌交響楽団
と共演。

大澤 直樹
ギタリスト
1974.12.7（43歳）

手島 篤
ドラマー
1980.3.13（38歳）

網走市生まれ。高校卒業まで網走市で過ごす。plutrioリーダー。ロックバンド東部警察ギタリストでもある。

網走市生まれ。高校卒業まで網走市で過ごす。パンクロックバンド「ＮＩＣＯＴＩＮＥ」（ニコチン）のドラマー。
個人ではテイチクエンタテインメント所属（芸名ＢＥＡＫ（ビーク））。様々なアーティストのサポートドラムを
務める。

松宮 一葉
シャンソン歌手
1947.11.23（70歳）

網走市出身。高校卒業まで網走市で過ごす。シャンソン歌手。札幌・銀巴里で修行を積み、東京で活躍中。

林秀
ジャーナリスト
1930.1.30（88歳）

志村 幸雄
技術評論家
1935.10.3（82歳）

諸留 大穹
前衛書家
1949.10.30（68歳）

高橋 道雄
洋画家
1908～1979(享年71歳)

網走市生まれ。高校卒業まで網走で過ごす。中央大学専門法律科卒。元日刊スポーツ新聞社社長。

網走市生まれ。高校卒業まで網走で過ごす。早大卒。電子技術関係の出版社「工業調査会」元社長・元会長、技術
評論や省庁の専門委・金沢大学（ベンチャービジネス論）・早大理工学部・麗澤大学・名古屋大学の講師を務めた。
著書ＰＨＰサイエンス・ワールド新書でも『笑う科学イグ・ノーベル賞』（2009年）。『技術覇権はアジアに向
かう』・『独創的技術者の条件』（ＰＨＰ研究所）、『技術立国・日本の原点』（アスペクト）、『にっぽん半導
体半世紀』（ダイヤモンド社）、『「発明力」の時代』（麗澤大学出版会）など多数。
網走生まれ。中学校3年始めまで網走で過ごす。本名は諸留洋子。国内外で活動。墨彩書展を東京で連続開催。作
品｢祈｣で第１７回産経国際書展会長賞文部科学大臣賞受賞。第34回東洋書芸院展で最高賞の「桑鳩賞」（そうきゅ
う）長野県現代書藝展文部科学大臣賞を受賞。個展８回。フランスパリ・ルサロン展等海外展20回以上。収蔵フラ
ンスパリ・セルニュスキー美術館、中国北京・故宮博物院、網走市美術館ほか、1998年からは網走市内9つの小
学校内で作品『子供の情景』を展示・保管中。
網走市生まれ。旧制網走中学校を卒業まで網走で過ごす。8年間の上京後、富山県と愛知県の高校で教鞭をとり、
退職後美術研究のため渡欧。作品は、風景画が多い。初期は画面構成に重点を置き、渡欧後は、建造物に人物や動
物を配置した文学性を出す。また象徴的人物画が作品の情感を高めている。1937年第24回光風会展「路上静物
（車）」Ｆ氏奨励賞、1946年中部日本美術協会展「午睡」市長賞、1955年大潮会展「家々」文部大臣賞奨励賞、
1978年仏ル・サロン「店先」金賞。
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オホーツク地域出身の著名人
－INTRODUCTION OF MUNICIPALTIES－
■オホーツク地域出身の著名人
網走市
長谷川 誠
日本画家
1951.11.19（66歳）

川村 湊
作家
1951.2.23（67歳）

種田 輝豊
20ヶ国語ﾏｽﾀｰの翻訳家
不明

32代木村 庄之助
大相撲立行司の最高位
1941.2.13（76歳）

網走市生まれ。網走南ヶ丘高校卒業まで網走で過ごす。武蔵野美術大学大学院修了。創画展、個展、企画展、グ
ループ展などで作品を発表。現在、埼玉県美術家協会・さいたま市美術家協会会員（審査員等）大宮美術家協会
（副会長）日本美術科連盟会員。2017年6月24日～7月16日まで網走市立美術館にて日本画個展を開催。
網走市生まれ。高校卒業まで網走で過ごす。法政大学法学部政治学科卒。1980年、「異様（ことよう）なるもの
をめぐって─徒然草論」で群像新人文学賞を受賞し、文芸評論家として活躍、のち法政大学助教授から教授、国際
文化学部長。1980年「異様（ことよう）なるものをめぐって─徒然草論」で群像新人文学賞。1995年『南洋・
樺太の日本文学』で平林たい子文学賞、2004年『補陀落ーー観音信仰への旅』で伊藤整文学賞、2008年『牛頭
天王と蘇民将来』で読売文学賞。
網走市生まれ。高校卒業まで網走で過ごす。東京外大英米科中退。「20ヵ国語ペラペラ」の著者。日本で開かれる
国際会議の総合運営機関、日本コンベンションサービス社勤務を経て、「ザ・イングリッシュ・ジャーナル」元編
集長。
網走市生まれ。本名は澤田郁也。元力士で、幕内格・三役格まで昇進後、2003年に立行司に昇格。2006年1月
に立行司の最高位である32代木村庄之助を襲名。同年2月に定年。

北の洋昇
大相撲力士
1923.2.1-2002.1.8
（享年78）

櫻田 一男
プロレスラー
1948.9.26（68歳）

馬渡 麻喜子
ピアニスト
1974.11.7（43歳）

伊勢谷 宣仁
演出家
1948.1.2（70歳）

網走市生まれ。本名は緒方 昇。最高位は関脇。幕内在位52場所。幕内成績368勝388敗24休。殊勲賞4回、敢
闘賞1回、技能賞5回。金星10個。

網走市生まれ。中学卒業まで網走で過ごす。『網走洋』の四股名で大相撲力士であったが、一転1971年にプロレ
スラーの道を歩む。いくつかリングネームがあるが、ケンドーナガサキが有名。タイトルもヘビー級王座やタッグ
王座を多数獲得した。
網走市生まれ。高校卒業まで網走市で過ごす。国立音楽大学 器楽学科 ピアノ専攻卒業。1998年ソリストとして
札幌交響楽団と共演のほか、国内外のオーケストラと共演。2000年、エコーセンター2000にてリサイタル。現
在は後進の指導にあたりながら、室内楽のピアニストとして活躍中。
高校3年間を網走市で過ごす。150作品以上のオペラ作品に関わる。他、ミュージカルを企画、制作、あるいは演
出。作曲家、デザイナー、脚本家、アートコーディネータなど、様々に活躍している。オペラ季節館代表。

都 丸悠
作詞・作曲家
1977.9.15（40歳）

東京農業大学オホーツクキャンパス出身。演歌歌手鳥羽一郎氏の「花いちもんめ」が作詞家としてのデビュー曲。

ばんどう くにやす
演歌歌手
1948.12.6（69歳）

澤目 末樹
クラリネット奏者
非公表

網走市北浜出身。2002年、「おまえのおかげだよ」でデビュー。オホーツク観光大使。

高校3年間網走市に通う。2008年第5回クラリネットアンサンブルコンクール第1位、ザ・クラリネット賞受賞。
クラリネット4重奏グループaquamuse（アクアミューズ）として活躍中。2016年アルバム「アクアリズム」を
発売。セルマーパリクラリネット「プレザンス」アンバサダー。

キリガミスト千陽
きり紙パフォーマー
10.4※生年は本人希望によ
り非公表

吉野 和彦
写真アート作家
1953.6.21（64歳）

細川 隆平
写真家
1938.2.21（80歳）

佐々木 新
ギタリスト
非公表

幼稚園から高校まで網走市で生活。2008年9月に東京都公認「ヘブンアーティスト」ライセンス取得。2014年
～2016年パリ・JAPAN EXPO出演

網走市生まれ。高校卒業まで網走市で過ごす。東京写真大学（現、東京工芸大学）卒業。1980年代より制作、発
表。2016 Kazuhiko Yoshino/Tenmi Hanagi,"Gallerty Jy"青山,東京．2016 Solo Exhibition "TRACE(Self
Portrait)"Gallery Jy"青山,東京．http://www001.upp.so-net.ne.jp/yos/
網走市生まれ。23歳まで網走市で過ごす。ＡＰＡ東京支部展「東京発ＴＯＫYO-’95 ポスター展 ‘9311」、ＡＰＡ東京支部 埼玉分科会展「彩流」’95-5に出展。公益社団法人日本広告写真家協会（ＡＰＡ）特別
会友。
網走市生まれ。2001年1stアルバム『Mojo House』2004年2ndアルバム『Pork』2008年に3rdアルバム
『虹の向こうから』をリリース。2014年に結成20周年記念Live DVD『Mojo House Live in BuddyBuddy』
をリリース。
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オホーツク地域出身の著名人
－INTRODUCTION OF MUNICIPALTIES－
■オホーツク地域出身の著名人
網走市
鈴木 めぐみ
ピアニスト、オルガン奏者
非公表

ＹＯＳＨＩＮＯＲＩ
ダンサー
1988.9.10（29歳）

ＫＵＤＯ ＣＨＥＷ
シンガーソングライター
1950.12.12（67歳）

石田 雅
ピアニスト
非公表

越山 元貴
シンガーソングライター
1983.12.26（34歳）

町屋 雄三
ギタリスト
1979.3.30（38歳）

チャーモ
シンガーソングライター
1977.3.10（40歳）

片桐 雅子
女優
非公表

瀬川 ももえ
女優
1986.1.16（32歳）

浅草 鈴乃
芸者
10.3※生年は本人希望によ
り非公表

八重樫 あゆみ
写真家・ツアーガイド
1986.9.25（31歳）

6歳から高校3年まで網走市で過ごす。1998年まで網走ジャズオーケストラに所属。2000年より札幌を中心に
ジャズライブ活動を始める。2009年サッポロシティジャズ ホワイトロックテントライブにオルガンバンドで出演。
2010アメリカ領事館建国記念式典にて演奏。現在はピアノ・ハモンドオルガン・ビブラホンでライブ活動中。
潮見小、三中、南高を卒業し、札幌に移住。現在ダンスインストラクターを本職としながら、北海道のストリート
ダンスシーンの開拓を軸にショー・バトル・コンテスト・DJ・MCとして様々な現場で活動するマルチプレーヤー
である。自身が主催として参加する“SNAFU SAPPORO”では、道外・海外からゲストを多数招聘し、Web上
で全国誌に取り上げられるなど各地から注目される一大ムーブメントとして成立させた。戦績も数多く、中でも最
近はUHBにて特集された全道一規模のストリートダンスイベント“KING DANCE CONTEST 2017”準優勝、
斜里町で毎年開催される“SHIRETOKO DREAM DANCE”の2016、2018にて二度優勝。
中学～高校まで網走市で過ごす。「ふきのとう」が1974年に出した「白い冬」の作詞者。彼自身のデビュー曲は
1978年にＣＢＳ ＳＯＮYから出た「遠い漁火」。
網走市生まれ。高校卒業まで網走市で過ごす。2008年ベーテンピアノコンクール全国大会入選。同年、愛知県尾
東音楽コンクール大学・一般部門銀賞。現在、ピアノ、ヴァイオリン、チェロによるスタイリッシュ・エレクト
リック カルテットSTORMの一員としても活動中。
高校を網走市で過ごす。2012年2月29日に1stシングル 「永遠」でメジャーデビュー。2013年には自身の故郷
である北海道しばりのアルバム「I’ｍ A 北海道MAN」を発表。東京や北海道などの各地でライブを行い、2015
年、自身初の全曲オリジナル曲のフルアルバム「Sing」を満を持してリリースした。
大学時代を網走市で過ごす。現在は作曲家・編曲家・プロデューサーとして活動。株式会社ワイズ音楽出版を経営。
宇崎 竜童・竹本 孝之・井上 祐見・瀬戸口 正樹・左嵜 啓史・都丸 悠などと共演している。

網走市生まれ。3歳まで網走市で過ごす。2013年より関東近郊のライブ活動他、年２回の北海道ツアーも開始。
自身名義のCD２枚発売中。
網走市出身。東京芸術大学 音楽学部 声楽科卒業後、円演劇研究所を経て劇団仲間に入団。「森は生きている」(み
なしご役)「ふたりのイーダ」(直樹役)などの児童青少年演劇に出演する傍ら、コンサート出演、舞台俳優のための
ボイストレーニング、歌唱指導などの音楽活動を行っている。
網走市生まれ。映画「抱きしめたい」（塩田明彦監督）、ドラマ「就活家族〜きっと、うまくいく〜」(テレビ朝
日) 「名探偵コナン 工藤新一への挑戦状」1話（読売テレビ）、「コード・ブルー シーズン３」1話（フジテレ
ビ）「世にも奇妙な物語’17 玄の特別編」（フジテレビ）、舞台「人狼TLPT」(バーバラ役)、「WORLD〜
beyond the destiny〜」「～刑事・雪平夏見シリーズ～舞台『アンフェアな月』」CM 日清食品「麺ニッポン 近
江ちゃんぽん」近江ちゃん編 (近江ちゃん役)、「さとふるインフォマーシャル“夫婦編”」サッポロ「麦とホップ
The gold」(web)、 ＰＶ ゴスペラーズ「冬響」。
網走市出身。高校まで網走市で過ごす。東京浅草組合（浅草見番）よりギター芸者としてお披露目。後、映画（が
んばれ若大将ー草刈まさお主演。その他）、NHK大河ドラマ（勝海舟）、レコード、舞台、テレビ、雑誌、新聞な
どに多数出演・掲載。 日本人”らしさ”と”美しさ”の手ほどきをする「坂東塾」を開講。今も現役芸者として活
躍している。
網走市生まれ。網走南ヶ丘高校卒業まで網走市で過ごす。オーロラに惹かれ、20歳の頃よりアラスカへ通い始める。
東北大学大学院で2年間オーロラを研究したのち、米アラスカ州フェアバンクス市へ移住。オーロラ写真家、ツ
アーガイドとして活動している。

松田 淳
ミュージシャン
1983.2.21（３5歳）

牧野 公美
シンガーソングライター
10.15 ※生年は非公表

片山 さやか
ヴァイオリニスト
1990.11.20（27歳）

吉田 瑳矩果
ハービスト
1992.11.14（25歳）

網走市出身。バンドLogiのボーカルギター。岩手県盛岡市を拠点に都内を中心にライブを行っている。

斜里町出身。網走南ヶ丘高校卒業。2012年ファーストミニアルバム「雪虫」をインディーズレーベルよりリリー
ス。2016年ユニットくじら座結成。2017年静岡市駿河区公式応援ソング作成。2018年1月スガシカオ全国ツ
アーオープニングアクト出演。

網走市出身。幼稚園から高校まで網走市で過ごす。沖縄県立芸術大学卒業後、網走市を拠点に音楽活動をする。
2016年より東京へ拠点を移し、音楽活動中。

網走市出身。中学校卒業まで網走市で過ごす。桐朋女子高等学校音楽科、桐朋学園大学を経て同大学研究科修了。
ソロに限らず、室内楽やオーケストラなど多方面で活躍中。
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オホーツク地域出身の著名人
－INTRODUCTION OF MUNICIPALTIES－
■オホーツク地域出身の著名人
紋別市
長谷川 初範
俳優
1955.6.21（62歳）

神戸 真知子
ファッションデザイナー
1953.8.23（63歳）

勝浦 修
将棋棋士
1946.5.8（71歳）

柿崎 正澄
漫画家
1978.5.18（39歳）

池田 静香
モデル・タレント
1987.9.4（30歳）

紋別市出身。1980年「ウルトラマン80」でＴＶ初主演。1991年には人気ドラマ「101回目のプロポーズ」に
出演し脚光を浴びる。剣道、音楽など趣味に広く、2009年からは、親交のあるアーティストと共に来紋し、ア
コースティックコンサートを行っている。
紋別市出身。紋別の高校卒業後、東京文化女子大学短期大学服装学科を卒業。卒業後(株)BIGIのデザイナーとして
活躍、多くの有名ブランドを手がけ、1996年に拠点をイギリスに移す。現在は、「machiko jinto london」独
自のブランドで青山にshopを展開。最近では、テレビドラマ「おトメさん」の黒木瞳さんの衣装も担当。
紋別市出身。15歳で全日本アマチュア名人戦の北海道代表に選出。1966年に関東優勝し、翌年プロ入りを果たす。
第14回日本将棋連盟杯争奪戦で優勝、将棋栄誉賞・技能賞等を受賞。

紋別市出身。2001年に「ツートップ」でデビュー。2005年に「ＲＡＩＮＢＯＷ-二舎六房の七人-」が小学館漫
画賞の一般部門で受賞。

紋別市出身。2006年にミス北海道ウォーカーオーディションで審査員特別賞を受賞。2010年には『ミス・フレ
ンドシップインターナショナル2010』日本代表に選ばれ世界大会に出場。

美幌町
石田 正子
スキー選手
1980.11.5（37歳）

久保 恒造
障害者ノルディックスキー
選手
1981.5.27（36歳）

三橋 李奈
バイアスロン選手
1990.4.2（27歳）

美幌町出身。2006年トリノオリンピック出場・2009年ワールドカップトロンハイム大会女子30㎞クラシカル第
3位（長距離種目で日本人初の表彰台）・2010年バンクーバーオリンピッククロスカントリースキー女子30km
クラシカル５位入賞（オリンピックのクロスカントリースキーで日本勢史上最高順位）。2014年ソチオリンピッ
ク出場。2017年ワールドカップ距離複合15km３位（複合での表彰台は日本人初）。2018年平昌オリンピック
出場。
美幌町出身。障害者車いすマラソンの国際大会でも活躍し、2007年よりクロスカントリースキーを開始する。
2011年フィンランドで開催された国際パラリンピック委員会主催のワールドカップ（Ｗ杯）第1戦において、バ
イアスロン・パシュート、バイアスロン・ロングで連続優勝を果たす。シットスキーにおいて、Ｗ杯優勝は日本初
の快挙である。また、2013年ワールドカップ第2戦においては3種目に出場しすべて優勝した。2014年ソチパラ
リンピックのバイアスロンショート男子7.5kmで3位。2014年4月より車いす陸上競技へ転向し、2016リオデ
ジャネイロパラリンピックの車いす陸上5,000m、車いすマラソンに出場。
美幌町出身。美幌高等学校卒業後、自衛隊体育学校冬季特別体育教育室所属。2014年ソチ五輪代表。2017年冬
季アジア大会バイアスロン競技出場。2018年平昌オリンピック出場。

藤村 祥子
スピードスケート選手
1987.4.26（30歳）

美幌町出身。2014年ソチ五輪代表。日本スケート連盟強化選手A。

木村 章司
プロボクサー
1977.7.20（40歳）

一戸 誠太郎
スピードスケート選手
1996.1.25（22歳）

美幌町出身。元日本スーパーバンタム級王者（2度獲得）。

美幌町出身。信州大学所属。2017年冬季ｱｼﾞｱ大会ｽﾋﾟｰﾄﾞｽｹｰﾄ競技、男子5000m及び1万mで銅メダルを獲得。
また、同年ユニバーシアード冬季アルマトイ大会スピードスケート競技男子マススタートで優勝。2018年平昌ｵﾘﾝ
ﾋﾟｯｸ出場。

大林 千沙
クロスカントリースキー選
手
1984.12｡27（33歳）

美幌町出身。2016年宮様スキー大会国際競技会ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ競技において、女子10kmﾌﾘｰ及び5kmｸﾗｼｶﾙを優勝。
また2017年冬季ｱｼﾞｱ大会ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ競技4×5kmﾘﾚｰにおいてアンカーを務め優勝。

津別町
大西 重成
イラストレーター・造形作
家
1946.8.18（71歳）

津別町生まれ。1971年渡米、翌年東京を拠点に制作活動開始。ハービー・ハンコックや坂本龍一のレコードジャ
ケット、モスバーガー小冊子「モスモス」のイラストを手がける。1996年津別町相生に活動拠点を移し、2001
年私設美術館「シゲチャンランド」開設。道の駅あいおいの「クマヤキ」や「つくつくオホーツクん」のデザイ
ナー。

斜里町
武田 豊樹
競輪選手（元スピードス
ケート選手）
1974.1.9（44歳）

斜里町生まれ。ソルトレイクシティ五輪代表。同五輪後、競輪選手へ転向。主な獲得タイトル2009年日本選手権
競輪 オールスター競輪 2012年高松宮記念競輪 朝日新聞社杯競輪祭 2014年KEIRINグランプリ
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オホーツク地域出身の著名人
－INTRODUCTION OF MUNICIPALTIES－
■オホーツク地域出身の著名人
清里町
岡崎 朋美
スピードスケート選手
1971.9.7（45歳）

清里町生まれ。釧路星園高校卒業後富士急行に入社。長野五輪500mで銅メダル。トリノ五輪では日本選手団主将、
バンクーバー五輪では旗手を務める。バンクーバー五輪は日本女子で最年長・最多の５大会連続出場となる。

置戸町
小林 七郎
美術監督
1932.8.30（85歳）

置戸町出身。「ど根性ガエル」「元祖天才バカボン」「ルパン三世カリオストロの城」や、最近では「のだめカン
タービレ」ほかスタジオジブリ作品の美術監督などを手がける。1986年、第3回日本アニメ大賞美術部門最優秀
賞を受賞。

遠軽町
安彦 良和
アニメーター、キャラク
ターデザイナー、漫画家
1947.12.9（69歳）

遠軽町出身。機動戦士ガンダム、宇宙戦艦ヤマトなど多くのアニメ制作にたずさわり、キャラクターデザインなど
を手がけた。

湖川 友謙
アニメーター、キャラク
ターデザイナー、演出家
1950.1.3（67歳）

遠軽町出身。伝説巨人イデオン、聖戦士ダンバイン、さらば宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道９９９など多くのアニメ制
作にたずさわり、キャラクターデザインなどを手がけた

田中 雅美
競泳選手
1979.1.5（38歳）

遠軽町出身。５歳まで遠軽町で過ごす。シドニーオリンピック 女子競泳メドレーリレー銅メダリスト。

佐呂間町
安保 真
現代墨絵作家
1962年生まれ（55歳）

玉井 大翔
プロ野球選手（投手）
1992.6.16（25歳）

佐呂間町生まれ。書家、デザイナー、詩人としても幅広く活動しており、カレンダー等の商品、会社・病院・店舗
のロゴマークデザイン、ＴＶタイトル文字等幅広く手掛ける。独自の技法による新しい日本の墨絵は世界の美術界
から髙評価を得ており、海外の国際芸術祭からの招待を受けている。
佐呂間町出身。北海道日本ハムファイターズ所属。佐呂間町初のプロ野球選手。
佐呂間小学校～佐呂間中学校～旭川実業高校～東京農大オホーツク～新日鉄かずさマジック

湧別町
上野 順恵
柔道選手
1983.7.1（33歳）

関野 剛平
プロバスケットボール選手
1994｡8.1（23歳）

湧別町生まれ。４歳まで湧別町で過ごす。2012年ロンドンオリンピック女子63kg級銅メダリスト。
湧別町出身。レバンガ北海道所属。湧別町初のプロバスケットボール選手
湧別小学校～湧別中学校～東海大四高～東海大学

滝上町
加藤 多一
作家（児童文学）
1934.6.1（83歳）

小檜山 博
作家
1937.4.15（80歳）

吉井 よう子
作家
1946.12.2（71歳）

滝上町生まれ。1955年友人たちと「北大童話研究会」を創立、児童文学の創作を始める。【主な著作】『白いエ
プロン白いヤギ』（1976年第12回日本童話会Ａ賞）（1985年第1回北の児童文学賞）、『ふぶきの家のノン
コ』（1985年第１回北の文学賞）、『草原－ぼくと子っこ牛の大地』（1986年第26回日本児童文学者協会賞）、
『馬を洗って…』、『はるふぶき』など
滝上町生まれ。「光る女」は相米慎二監督に「スコール」は大地康男主演・脚本で「恋するトマト」として映画化
された。【主な著書】『出刃』（1976年第１回北方文藝賞）、『光る女』（1983年第11回泉鏡花文学賞）、
『光る大雪』（2003年第7回木山捷平文学賞）、『風少年』、『人生という旅』、『人生讃歌』など
滝上町生まれ。日本近代文学の「のぼり窯読書会」を始め、同人誌「愚神郡」に入会、小説を発表する。同人誌
「白雲木」「季節」を創刊する。【主な著作】『伐り株』（1989年第23回北海道新聞文学賞）、『水晶林』、
『オルガン物語』など

興部町
酒井 良祥
ギタリスト
1980年生まれ（36歳）

興部町出身。11歳からクラッシックギターをはじめる。2001年（社）日本ギター連盟の推薦で、アメリカワシン
トン州ウェスタンワシントン大学に留学。2002年ノースウエストアメリカンギターフェスティバルコンクールに
て第3位入賞。2006年第37回クラシカルギターコンクール第3位入賞。

大空町
神田 山陽
講談師
1966.1.14（52歳）

アキオカ マサコ
シンガーソングライター
1986.7.16（31歳）

高校卒業まで大空町で過ごす。2002年落語芸術協会真打昇進。同年文化庁芸術祭演芸部門新人賞受賞。2005年
～2006年文化庁文化交流師としてイタリアへ派遣。
大空町女満別出身。2012年夏から網走観光大使に就任。現在札幌を拠点に活動するシンガーソングライター。弾
き語りのスタイルで、やさしくも力強い歌声で人々を魅了。
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