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ご あ い さ つ

高知県スキー連盟

会長 今村 正直

平素は、高知県スキー連盟の事業や運営に多大なご協力を賜り、誠に有難うご

ざいます。

シーズンを通して行事を無事終了出来ましたことは、当連盟所属団体の皆様、

並びに関係各位のご支援ご協力の賜ものと厚くお礼申し上げます。

2020シーズンは極端な暖冬のため県内のスキー場には殆ど積雪が無く、県連主

管事業は全て中止となりました。

また、大山スキー場で開催予定の四国スキー競技大会や四国技術選手権大会等

も雪不足のため開催出来ず残念な年となりました。

しかし、全国中学スキー大会には本県から過去最高の 6 名の選手が、全日本ジ

ュニア選手権大会にも 1 名の選手が参加し 15位と健闘しました。

また、第 75回国民体育大会冬季大会は富山県のたいらスキー場で開催され、本

県から本部役員 4名、監督 2 名、選手 6名の 12名の選手団が出場し全力で戦いま

した。

近年重点目標として取り組んでいるジュニアの育成強化は徐々に成果を上げて

きていますが、今後とも引き続き選手強化とスキーの普及発展に取り組んで参り

たいと思います。

最後になりましたが、本年度は役員改選期であり３名の理事を増員し、積極的

且つ効率的な事業執行をして参りたいと思いますので、今後ともご支援ご協力を

宜しくお願いします。
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役　　職   氏　  　名     所　属　ク　ラ　ブ  名 備　考

名誉会長 宮　地　     繁 高知スキークラブ

顧　　問 伊尾木　健 助 高知スキークラブ

参　　与 今  井　　　 淳 高知県庁スキークラブ

役　　職   氏　  　名     所　属　ク　ラ　ブ  名 備　考

 会　　長 今  村    正  直 高知県庁スキークラブ      

 副会長 中  島    博  康 土佐スキークラブ

 副会長 青　木　 厚　博 高知県庁スキークラブ      

理事長 吉  岡    隆  一 高知県庁スキークラブ      

副理事長兼総務部長 宮  﨑　  保  多 高知県庁スキークラブ

理事・事務局長 石　本　　桜　子 高知スラローム会 新任

理事・会計 中  平    ふ  み 高知スキースタッフＲＯＬＬ　ＯＶＥＲ

理事・総務部副部長 山  田  　麻  衣 高知県庁スキークラブ

理事・教育部部長 小　中　　　　盛 ハヤシヤッホースキークラブ

理事・教育部副部長 松　村　美　和　子 土佐山田スキークラブ

理事・教育部 門  脇    隆  彦 クルー  

理事・教育部 島　﨑　　　　実 高知ゆきんこ倶楽部 新任

理事・教育部 大　崎　　俊　道 高知ＦＧＧクラブ 新任

理事・教育部 箭　野　　浩　一 高知スキークラブ 新任

理事・競技部長 岡  村    貴  之 クロススタイル高知

理事・競技部副部長 松  﨑    克  彦 高知FGGクラブ      

理事・競技部 新  谷　   　 誠 クロススタイル高知

理事・競技部 山　本　佳　史 ＣＡＭＥＬ・ＳＮＯＷ・ＬＡＮＤ・ＣＬＵＢ

吉  本　　　  豊 高知県庁スキークラブ

澤  田    隆  延 いもづるパーティー２００２

２０２１ ・ ２０２２年度高知県スキー連盟役員

名誉会長　・　顧問　・　参与

会長　・　副会長　・　理事　・　監事

 監　　事
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２０２１年度評議員

ク ラ ブ 名 会員数 定数 評 議 員

高知スキークラブ ２０ ２ 国見 志郎 箭野 浩一

高知スラローム会 ３６ ２ 坂本 千里 松田 哲尚

ＡＳＴＡ １４ ２ 田中 文博 川久保隆宏

高知県庁スキークラブ ６５ ３ 東谷 興正 汲田 信幸 窪内 雅弘

窪川スキークラブ １１ ２ 山本 信一 上澤 綾子

土佐スキークラブ ５０ ３ 山本 浩雄 板東 政幸 傍士 孝

高知スキースタッフ

ROOLOVER
１７ ２ 矢野 健一 今田 裕文

嶺北スキークラブ １４ ２ 綾部 和典 久保 信二

高知FGGクラブ １６ ２ 大崎 俊道 森永 茂生

いもづるﾊﾟｰﾃｨｰ2002 １５ ２ 小笠原佳子 野本佐代子

土佐山田スキークラブ １６ ２ 杉内 茂春 西内 義人

CAMEL ･ SNOW ･ LAND･

CLUB
１５ ２ 山崎 保 山崎 善次

クルー ８ ２ 笹岡 薫 笹岡 典子

クロススタイル高知 １３ ２ 梅原 康司 岡田 直美

ハヤシヤッホースキー

クラブﾞ
３０ ２ 伊藤 久文 多田 修三

高知ゆきんこ倶楽部 １９ ２ 戸梶加奈子 青木 京子

ＴＯＴＡＬ ３５９ ３４
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今村  正直

澤村　耕司 武内　啓輔 石津  知巳 青山  武彦 吉本　豊 石川　善教 吉村  寿夫

森 　 学 河渕  雅恵 石川  昭雄 久武　靖明 清水  基幸 藤木　裕石 長尾  信一

今井  淳 田部　貴久 三宅　博文 伊藤  秀男 宮崎  保多 首藤  隆 江渕　誠

山下  有司 山本  浩雄 佐藤　之紀 林 　 繁實 山口　達也 壬生政次郎 野邑  孝夫

山崎　国正 柚村　誠 山口　説夫 澤田　浩二 伊与田正司 高橋三規夫 松生　栄司

佐々木寿幸 島田　賢明 小中　盛 古田　修章 宮地　康博 杉内　茂春 笹岡　優

大崎　俊道 中平　ふみ 矢野川  研 島崎　実 上村　仁 伊与田雅子 松村美和子

橋田裕斗 古谷倫子

               

伊尾木健助 北村　凌

山本  信一 小倉正一郎 柳    清明 公文  興伸 楠目　雅彦 近藤  佳江 竹村  孝明

松下　幸平 山下  留美 新谷　誠 山本  正志 内田  香織 野村　朋広 山下　由利

首藤  智子 徳弘  真一 吉岡  隆一 市川　謙二 金久  厚男 金久  智抄 野村  謙二

田中  文博 橋本　正良 濱田  則夫 島巻  淳 大原  幸子 野本佐代子 汲田  信幸

山口  友紀 川村  道代 岡田  直光 国見  志郎 田村  秀明 田内  誠一 臼井　英子

横山　千絵 光内  幸久 元川  博司 山﨑　広明 小笠原佳子 濱田　秀志 岡村　貴之

青山  幸彦 海老川悦子 柳川　幸彦 二川　好美 横山  智彦 小笠原  賢 窪内　雅弘

奥田　昌尚 山田　麻衣 野本　和浩 山口　巧 前田　隆 上久保宏治 久保　信二

横田　麻子 山口理恵子 野川　英一 高橋  潤 中村　貢 森永　茂生 川村　哲夫

東谷　興正 松崎　克彦 林　　厚生 中平　浩二 杉本　守 山崎　善次 宮本　福一

村岡　啓子 澤田　隆延 伊藤　久文 近間　邦晴 永原　真樹 箭野　浩一 讃野　修司

竹本真一郎 藤戸　美貴 傍士  洋子 奥田優理奈 清岡　司 中山　千将 濵井　倫子

西内　義人 松井　章二 小松　佳代 綾部　和典 伊藤　洋章 山崎　孝男 野瀬　圭二

今村　正直

石津  知巳 清水  基幸 江渕　誠 山口　達也 壬生政次郎 野邑　孝夫 伊与田正司

吉本　豊 石川　善教 吉村  寿夫 石川  昭雄 久武  靖明 長尾　信一 今井  淳

田部  貴久 三宅  博文 宮崎  保多 山下  有司 佐藤　之紀 林 　 繁實 山崎　国正

柚村　誠 山口　説夫 澤田　浩二 高橋三規夫 松生　栄司 佐々木寿幸 島田　賢明

小中　盛 宮地　康博 杉内　茂春 大崎　俊道 中平  ふみ 矢野川  研 古田　修章

伊藤　秀男 島崎　実 伊与田雅子

竹村  孝明 山下  留美 吉岡  隆一 濱田　則夫 野本佐代子 汲田  信幸 橋本　正良

岡田　直光 国見  志郎 田村  秀明 田内  誠一 元川  博司 小笠原佳子 古谷  倫子

柳川　幸彦 二川　好美 横山  智彦 小笠原  賢 窪内　雅弘 奥田　昌尚 山田　麻衣

野本　和浩 山口　巧 前田　隆 久保　信二 横田　麻子 山口理恵子 森永　茂生

東谷　興正 高橋　潤 笹岡　優 松崎　克彦 傍士　洋子 杉本　守 山崎　善次

宮本　福一 村岡　啓子 澤田　隆延 伊藤　久文 箭野　浩一 讃野　修司 竹本真一郎

上村　仁 藤戸　美貴 中山　千将 濵井　倫子 西内　義人 松村美和子 奥田優理奈

清岡  司 小松　佳代 松井　章二 綾部　和典

 ＳＡＪ公認資格者

１．教育関係
　（１）功労指導員　（指導員）

　（２）指導員

　（３）功労指導員　（準指導員）

　（４）準指導員

　（５）名誉検定員

　（６）Ａ級検定員

　（７）Ｂ級検定員

　（８）Ｃ級検定員
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澤村  耕司 石川　善教 岡田  直光 江渕　誠 壬生政次郎 島崎　実

今村　正直 山本　信一 石津  知巳 武内  啓輔 吉村  寿夫 柳  　清明 公文  興伸

森 　 学 門脇　忠男 森田　圭二 佐藤　昇一 近藤  佳江 長尾　信一 山本  浩雄

宮崎  保多 吉岡  隆一 野村  浩久 首藤  隆 田島  聡 島巻  淳 岡本　順江

山口　達也 大原　幸子 畠山  照章 濱田  則夫 古谷　倫子 佐藤　之紀 宮本　福一

臼井　英子 清水　雅徳 野邑  孝夫 奥田　昌尚 加藤　英介 濱田　秀志 山口  友紀

林　　厚生 東谷　興正 山田　麻衣 澤田　隆延 上久保宏治 高橋　潤 久保　信二

宇都宮俊介 森永　茂生 川村　哲夫 傍士　孝 松生　栄司 伊与田正司

山下　有司 金森　勉 柚村　誠

笹岡　薫 笹岡　典子 藤川　雅章 門脇　隆彦

野村  謙二 元吉　猛夫 市川　健良 伊藤　大和

山本　正志

津野　純

宮地　繁

宮地　繁

公益財団法人　全日本スキー連盟 評議員 　　　今村　正直

ＳＡＪ西日本ブロック協議会 評議員 　　　今村　正直

ＳＡＪ西日本ブロック協議会　競技部会 委　員 　　　岡村　貴之

ＳＡＪ西日本ブロック協議会　教育部会 委　員       小中　盛

ＳＡＪ西日本ブロック協議会　指導委員会 理　事       小中　盛

ＳＡＪスキー技術員 　　　野邑　孝夫

公益財団法人　高知県スポーツ協会 評議員 　　　今村　正直

　　　　　〃 　　　山田　麻衣

　（９）クラウン・プライズ

　（10）テクニカル・プライズ

　（11）ＳＡＪ公認パトロール

２．スノーボード関係
　（１）指導員

　（２）準指導員

３．競技関係

　（１）Ｂ級セッター

　（２）競技運営指導員

　（３）旗門審判員

　（４）ＳＡＪ公認マテリアル専門委員

上部団体派遣役員

スポーツ年鑑担当　　　　
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高知県スキー連盟料金表

１ 登録料

団体登録料 ４，０００円

会員登録料

一 般 ３，５００円

高校生 １，５００円

ジュニア 無料 （中学以下・保護者の会員登録が必要）

指導員・準指導員登録料 ２，０００円 （指導員会費１，０００円含む）

検定員登録料 １，０００円

スキーパトロール登録料 １，０００円

競技関係の資格登録料 １，０００円 （各資格毎）

２ 連盟主催事業参加料

① 教育部の合宿、練習会、講習会

１日 会員 ２，０００円 一般 ４，０００円

（注）検定会の事前講習会は別途定める。

② 競技部の合宿は３，０００円

② 大会参加料

県選手権、ジュニア選手権、スラローム大会 ３，０００円

県技術選手権大会 ２，０００円

その他大会は別途要項等で定める。

３ 資格

会 員 当該年度の連盟登録者

準会員 連盟事業参加時等は会員扱いとする

（条件） 当該年度の連盟登録手続中の者

連盟事業申込時に会員登録を申請した者（クラブ登録が必要）

一 般 その他の者

４ 旅費

昼食費 １，０００円

宿泊費 ７，０００円 但し前泊は３，０００円

交通費

四国内 ３，０００円

その他 ８，０００円（中国、近畿等）

実 費 会議等の出席のため、公共交通機関や自家用車を利用する場合

【附則】１ この基準は、平成１７年１２月６日より施行する。

２ この基準は、平成１９年７月２２日より施行する。

３ この基準は、平成２０年７月２７日より施行する。

４ この基準は、平成２２年７月２５日より施行する。

５ この基準は、平成２６年７月２７日より施行する。

６ この基準は、平成２７年７月２６日より施行する。

７ この基準は、平成２８年７月２４日より施行する。

８ この基準は、２０１９年７月２１日より施行する。
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