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チームキャプテン 

 1992年アルベールビルオリンピックで金メダル

を獲得。 

 作家、慈善活動家、そして妻・母であるヤマグ

チは、現在サンフランシスコ・ベイエリアで子供

のための慈善活動を支援するオールウェイズ・ド

リーム・ファンデーションを主宰。これまでに数

冊の著書があるほか、「ダンシング・ウィズ・

ザ・スターズ」のシーズン6ではチャンピオンにな

りました。 

 1992年の冬季オリンピックで、夫となる元NHL

のアイスホッケー選手、ブレット・ヘディカンと

出会いました。夫妻の間には二人の娘がいます。 クリスティ・ヤマグチ（アメリカ） 
Kristi Yamaguchi（USA） 

女子シングル（3名） 

※上記2名はISU世界ランキングによる選考、他1名はファン投票による選考となります。 

グレイシー・ゴールド（アメリカ） 
Gracie Gold (USA) 

 

●トレーニング  

 アメリカ カリフォルニア州 エル・セグンド 

●コーチ 

 フランク・キャロル 

●主な実績 

 ソチオリンピック 4位、団体 銅メダル（2014） 

 世界選手権 4位（2015） 

 

ISU世界ランキング 4位 
2016.1.1現在 

ガブリエル・デールマン（カナダ） 
Gabrielle Daleman (CAN) 

 

●トレーニング  

 カナダ オンタリオ州 トロント 

●コーチ 

 リー・バーケル、ブライアン・オーサー 

●主な実績 

 ソチオリンピック 17位（2014） 

 

ISU世界ランキング 17位 
2016.1.1現在 



■出場チーム： TEAM NORTH AMERICA 
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男子シングル（3名） 

ジェーソン・ブラウン（アメリカ） 
Jason Brown (USA)  

 

●トレーニング  

 アメリカ コロラド州 モニュメント 

●コーチ 

 コリ・エイド、ロヒーン・ワード 

●主な実績 

 ソチオリンピック 9位、団体 銅メダル（2014） 

 世界選手権 4位（2015） 

ISU世界ランキング 6位 
2016.1.1現在 

ナム・ニュエン（カナダ） 
Nam Nguyen (CAN) 

 

●トレーニング  

 カナダ オンタリオ州 トロント 

●コーチ 

 ブライアン・オーサー 

●主な実績 

 世界選手権 5位（2015） 

 世界ジュニア選手権 優勝（2014） 

ISU世界ランキング 11位 
2016.1.1現在 

※上記2名はISU世界ランキングによる選考、他1名はファン投票による選考となります。 



ペア（2組4名） 

■出場チーム： TEAM NORTH AMERICA 
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メーガン・デュハメル/エリック・ラドフォード（カナダ） 
Meagan Duhamel/Eric Radford (CAN) 

ISU世界ランキング 1位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  カナダ ケベック州 モントリオール 
●コーチ  リチャード・ゴーチエ、ブルーノ・マルコット 

●主な実績 
 ソチオリンピック 7位、団体 銀メダル（2014） 
 世界選手権 優勝（2015） 
 四大陸選手権 優勝（2013,2015） 
  

アレクサ・シメカ/クリス・ケネリム（アメリカ） 
Alexa Scimeca/Chris Knierim (USA) 

ISU世界ランキング 3位（2016.1.1現在） 

 
●トレーニング  アメリカ コロラド州  
  コロラドスプリングス 
●コーチ  ダリラ・サッパンフィールド 
●主な実績  
 四大陸選手権 準優勝（2016） 

アイスダンス（2組4名） 

ケイトリン・ウィーバー/アンドルー・ポジェ（カナダ） 
Kaitlyn Weaver/Andrew Poje (CAN) 

ISU世界ランキング 1位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  アメリカ ミシガン州  
  ブルームフィールドヒルズ 
●コーチ  パスカーレ・カメレンゴ、 
  アンジェリカ・クリロワ 
●主な実績 
 ソチオリンピック 7位（2014） 
 世界選手権 準優勝（2014） 
 四大陸選手権 優勝（2015） 

マディソン・チョック/エヴァン・ベーツ（アメリカ） 
Madison Chock/Evan Bates (USA) 

ISU世界ランキング 2位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  アメリカ ミシガン州 ノバイ 
●コーチ  イーゴリ・シュピリバンド 
●主な実績 
 ソチオリンピック 8位（2014） 
 世界選手権 準優勝（2015） 
 四大陸選手権 準優勝（2015,2016） 



■出場チーム： TEAM EUROPE 
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チームキャプテン 

 アイスダンスでジェーン・トービルとパート

ナーを組み、1984年にサラエボオリンピックで金

メダル、1994年にリレハンメルオリンピックで銅

メダルを獲得。 

 

 ディーンは現在もコーチ、振付師としてフィ

ギュアスケート界に積極的にかかわり、毎年冬に

は、イギリスで「ダンシング・オン・アイス」と

いうショーのツアーを行っている。 

クリストファー・ディーン（イギリス） 

Christopher Dean（GBR） 

女子シングル（3名） 

※上記2名はISU世界ランキングによる選考、他1名はファン投票による選考となります。 

エリザベータ・トゥクタミシェワ（ロシア） 
Elizaveta Tuktamysheva (RUS) 

 

●トレーニング  

 ロシア サンクトペテルブルク 

●コーチ 

 アレクセイ・ミーシン 

●主な実績 

 世界選手権 優勝（2015） 

 ヨーロッパ選手権 優勝（2015） 

ISU世界ランキング 2位 
2016.1.1現在 

ロベルタ・ロデギエーロ（イタリア） 
Roberta Rodeghiero (ITA)  

 

●トレーニング  

 イタリア セスト・サン・ジョヴァンニ 

●コーチ 

 フランカ・ビアンコニ、ロザンナ・ムランテ、 

 バルテル・リッツォ 

●主な実績 

 イタリア選手権 準優勝（2015,2016） 

ISU世界ランキング 18位 
2016.1.1現在 



■出場チーム： TEAM EUROPE 

8 

男子シングル（3名） 

セルゲイ・ボロノフ（ロシア） 
Sergei Voronov (RUS) 

 

●トレーニング  

 ロシア モスクワ、ノヴォゴルスク 

●コーチ 

 エトリ・トゥトベリゼ、セルゲイ・デュダコフ 

●主な実績 

 ヨーロッパ選手権 準優勝（2014）、3位（2015） 

ISU世界ランキング 4位 
2016.1.1現在 

ミハル・ブレジナ（チェコ） 
Michal Brezina (CZE)  

 

●トレーニング  

 ドイツ オーベルストドルフ、チェコ ブルノ 

●コーチ 

 カレル・ファイフル 

●主な実績 

 ソチオリンピック 10位（2014） 

 ヨーロッパ選手権 3位（2013） 

ISU世界ランキング 9位 
2016.1.1現在 

※上記2名はISU世界ランキングによる選考、他1名はファン投票による選考となります。 



ペア（2組4名） 

■出場チーム： TEAM EUROPE 
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クセニヤ・ストルボワ/ヒョードル・クリモフ（ロシア） 
Ksenia Stolbova/Fedor Klimov (RUS) 

ISU世界ランキング 2位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  ロシア モスクワ 
●コーチ  ニーナ・モーゼル、 
  ウラジスラフ・ゾフニルスキー 
●主な実績 
 ソチオリンピック 銀メダル、団体 金メダル（2014） 
 世界選手権 準優勝（2014） 
 グランプリファイナル 優勝（2015）  

ニコル・デラモニカ/マッテオ・グアリゼ（イタリア） 
Nicole Della Monica/Matteo Guarise (ITA) 

ISU世界ランキング 8位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  イタリア バゼルガ・ディ・ピネ 他 
●コーチ  クリスティーナ・マウリ、 
  クリスティーナ・ペッリ 
●主な実績 
 ソチオリンピック 16位、団体 4位（2014） 

アイスダンス（2組4名） 

アンナ・カッペリーニ/ルカ・ラノッテ（イタリア） 
Anna Cappellini/Luca Lanotte (ITA)  

ISU世界ランキング 4位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  イタリア ミラノ、 
  アメリカ ミシガン州 カントン 
●コーチ  パオラ・メッツァドリ、 
  ロベルト・ペリツォラ、マリナ・ズエワ 
●主な実績 
 ソチオリンピック 6位、団体 4位（2014） 
 世界選手権 優勝（2014） 

ガブリエラ・パパダキス/ギヨーム・シゼロン（フランス） 
Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron (FRA)  

ISU世界ランキング 5位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  カナダ ケベック州 モントリオール 
●コーチ  マリー＝フランス・デュブレイユ、 
  パトリス・ローゾン、ロマン・アグノエル 
●主な実績 
 世界選手権 優勝（2015） 
 ヨーロッパ選手権 優勝（2015,2016） 



■出場チーム： TEAM ASIA 
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チームキャプテン 

 2006年トリノオリンピック女子シングルゴール

ドメダリスト。 

 女子フィギュアアジア人選手初の金メダル獲得

となった。 

 

 現在はプロフィギュアスケーターとして国内外

で活躍し、現役引退後から自身で企画・プロ

デュースしている「フレンズ・オン・アイス」も

今年で10周年を迎える。 

 

 2012年には日本スケート連盟の理事に史上最年

少で就任。2014年には副会長に就任した。 荒川 静香（日本） 
Shizuka Arakawa（JPN） 

女子シングル（3名） 

※上記2名はISU世界ランキングによる選考、他1名はファン投票による選考となります。 

宮原 知子（日本） 
Satoko Miyahara (JPN) 

 

●トレーニング  

 日本 高槻市 

●コーチ 

 濱田美栄、田村岳斗、新野陽子 

●主な実績 

 世界選手権 準優勝（2015） 

 四大陸選手権 優勝（2016） 

  準優勝（2014,2015） 

 全日本選手権 優勝（2014,2015） ISU世界ランキング 1位 
2016.1.1現在 

エリザヴェート・トゥルシンバエワ 

  （カザフスタン） 
Elizabet Tursynbaeva (KAZ)  

 

●トレーニング  

 カナダ オンタリオ州 トロント 

●コーチ 

 ブライアン・オーサー、 

 トレイシー・ウィルソン 

●主な実績 

 カザフスタン選手権 優勝（2014,2015） 

 世界ジュニア選手権 4位（2015） ISU世界ランキング 24位 
2016.1.1現在 



■出場チーム： TEAM ASIA 
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男子シングル（3名） 

デニス・テン（カザフスタン） 
Denis Ten (KAZ) 

 

●トレーニング  

 アメリカ カリフォルニア州 エル・セグンド 

●コーチ 

 フランク・キャロル 

●主な実績 

 ソチオリンピック 3位 

 世界選手権 準優勝（2013）、3位（2015） 

 四大陸選手権 優勝（2015） 

ISU世界ランキング 3位 
2016.1.1現在 

宇野 昌磨（日本） 
Shoma Uno (JPN)  

 

●トレーニング  

 日本 名古屋市 

●コーチ 

 山田満知子、樋口美穂子 

●主な実績 

 四大陸選手権 4位（2016） 

 グランプリファイナル 3位（2015） 

 全日本選手権 準優勝（2014,2015） 

 世界ジュニア選手権 優勝（2015） ISU世界ランキング 7位 
2016.1.1現在 

※上記2名はISU世界ランキングによる選考、他1名はファン投票による選考となります。 



ペア（2組4名） 

■出場チーム： TEAM ASIA 
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ウェンジン・スイ/ツォン・ハン（中国） 
Wenjing Sui/Cong Han (CHN) 

ISU世界ランキング 4位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  中国 北京 
●コーチ  ホンボー・ツァオ、Bing Han 
●主な実績 
 世界選手権  準優勝（2015） 
 四大陸選手権  優勝（2012、2014、2016） 

須藤 澄玲/フランシス・ブードロオデ（日本） 
Sumire Suto/Francis Boudreau Audet (JPN) 

ISU世界ランキング 67位（2016.1.1現在） 

 
●トレーニング  カナダ ケベック州 モントリオール 
●コーチ  リチャード・ゴーチエ、 
  ブルーノ・マルコット 
●主な実績 
 四大陸選手権  9位（2016） 
 全日本選手権  優勝（2015） 

アイスダンス（2組4名） 

レベッカ・キム/キリル・ミノフ（韓国） 
Rebeka Kim/Kirill Minov (KOR) 

ISU世界ランキング 19位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  ロシア モスクワ 
●コーチ  イリーナ・ジュク、 
  アレクサンドル・スヴィニン 
●主な実績 
 世界選手権  26位（2015） 
 四大陸選手権  9位（2015） 
 韓国選手権  優勝（2015,2016） 

シーユエ・ワン/シンユゥ・リウ（中国） 
Shiyue Wang/Xinyu Liu (CHN) 

ISU世界ランキング 22位（2016.1.1現在） 
 

●トレーニング  中国 長春 
●コーチ  Guiyu Huang 
●主な実績 
 世界選手権  19位（2015） 
 四大陸選手権  7位（2015） 
 中国選手権  優勝（2015） 



■選手選考方法について（1） 
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アシュリー・ワグナー 

（アメリカ） 

Ashley Wagner 

 (USA) 

ポリーナ・エドムンズ 

（アメリカ） 

Polina Edmunds 

 (USA) 

アレーヌ・シャルトラン 

（カナダ） 

Alaine Chartrand 

 (CAN) 

マックス・アーロン 

（アメリカ） 

Max Aaron  

(USA) 

アダム・リッポン 

（アメリカ） 

Adam Rippon 

 (USA) 

リアム・フィルス 

（カナダ） 

Liam Firus  

(CAN) 



■選手選考方法について（2） 
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エレーナ・ラジオノワ 

（ロシア） 

Elena Radionova  

(RUS) 

アンゲリーナ・クチヴァルスカ 

（ラトビア） 

Angelina Kuchvalska  

(LAT) 

エフゲニア・メドベージェワ 

（ロシア） 

Evgenia Medvedeva  

(RUS) 

マキシム・コフトゥン 

（ロシア） 

Maxim Kovtun  

(RUS) 

アレクセイ・バイチェンコ 

（イスラエル） 

Alexei Bychenko 

 (ISR) 

ミハイル・コリヤダ 

（ロシア） 

Mikhail Kolyada  

(RUS) 



■選手選考方法について（3） 
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本郷 理華 

（日 本） 

Rika Hongo 

 (JPN) 

ズージュン・リー 

（中 国） 

Zijun Li 

 (CHN) 

ソヨン・パク 

（韓 国） 

So Youn Park 

 (KOR) 

ハン・ヤン 

（中 国） 

Han Yan  

(CHN) 

ミーシャ・ジー 

（ウズベキスタン） 

Misha Ge  

(UZB) 

ボゥヤン・ジン 

（中 国） 

Boyang Jin 

 (CHN) 



■ファン投票について 
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■参考： （株）コーセーのスポーツ振興への取り組み 
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■お問い合わせ先 
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