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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運営並びに事業にご支援ご協力を賜り、誠に有難

うございます。

シーズン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。

2022シーズンも、新型コロナウィルスの感染が終息せず、SAJ や西日本ブロッ

ク、四国 4県スキー協議会等の会議は全てオンラインで開催されました。

大会についても、コロナの影響で参加者が激減しており、四国大会や技術選手

権大会、強化合宿等の事業が中止となりました。

一方、２年振りに秋田県花輪スキー場で開催された国民体育大会には選手役員

11 名が参加し、全中やインターハイ、全日本ジュニア大会などの主要大会にも 7

名のジュニア選手が参加し力の限り戦いました。

2 年間に及ぶコロナの影響で連盟事業は低調でありましたが、全国規模の大会へ

の参加者は一定維持されており、今後もスキーの普及発展に取り組んで参りたい

と思います。

2023シーズンは、積雪に恵まれた素晴らしい年になりますよう切に願っており

ます。

最後に、高知県スキー連盟の事業がより効果的かつ活発に実施出来ますように、

会員の皆様方のご支援ご協力を宜しくお願いします。
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名誉会長・顧問・参与

役　職　名 氏　　　名 ク　ラ　ブ　名 備　考

参　　与 今井　淳 高知県庁スキークラブ 留任

役　職　名 氏　　　名 ク　ラ　ブ　名 備　考

会　　長 今村　正直 高知県庁スキークラブ 留任

副 会 長 中島　博康 土佐スキークラブ 留任

副 会 長 青木　厚博 県庁スキークラブ 留任

副会長兼理事長 高知県庁スキークラブ 副会長新任

副理事長兼総務部長 宮崎　保多 高知県庁スキークラブ 留任

理事・事務局長 石本　桜子 高知スラローム会 留任

理事・会計 谷本　みどり ハヤシヤッホースキークラブ 新任

理事・総務部副部長 山田　麻衣 高知県庁スキークラブ 留任

理事・教育部長 小中　盛 ハヤシヤッホースキークラブ 留任

理事・教育部副部長 松村　美和子 土佐山田スキークラブ 留任

理事・教育部 門脇　隆彦 留任

理事・教育部 島﨑　実 高知ゆきんこ倶楽部 留任

理事・教育部 大崎　俊道 高知ＦＧＧクラブ 留任

理事・教育部 箭野　浩一 高知スキクラブ 留任

理事・競技部長 岡村　貴之 クロススタイル高知 留任

理事・競技部副部長 松崎　克彦 高知ＦＧＧクラブ 留任

理事・競技部 新谷　誠 クロススタイル高知 留任

理事・競技部 山本　佳史 CAMEL・SNOW・LAND・CLUB 留任

理事・競技部 堂本　ちぐさ 高知スラローム会 新任

監　　事 吉本　豊 高知県庁スキークラブ 留任

監　　事 澤田　隆延 いもづるパーティー2002 留任

2023・2024年度高知県スキー連盟役員

会長・副会長・理事・監事

5



ク　ラ　ブ　名 会員数 定数

高知スキークラブ 19 2 国見志郎 箭野浩一

高知スラローム会 29 2 坂本千里 松田哲尚

ＡＳＴＡ 12 2 田中文博 川久保隆宏

高知県庁スキークラブ 56 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４ 44 3 山本浩雄 板東政幸 傍士孝

高知スキースタッフROOLOVER 16 2 大崎俊道 森永茂生

嶺北スキークラブ 8 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 18 2 小笠原佳子 野本佐代子

土佐山田スキークラブ 14 2 杉内茂春 西内義人

CAMEL･SNOW･LAND･CLUB 15 2 山崎保 山崎善次

クロススタイル高知 10 2 梅原康司 岡田直美

ハヤシヤッホースキークラブ 45 2 伊藤久文 多田修三

高知ゆきんこ倶楽部 17 2 戸梶加奈子 青木京子

ＴＯＴＡＬ 330 32

2023年度評議員

評　　議　　員
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2022/9/23更新

今村  正直

澤村　耕司 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 島﨑　実 上村　仁 伊与田雅子 松村美和子 橋田裕斗

古谷倫子 奥田　昌尚 奥田優理奈

               

北村　凌 吉岡  隆一

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

徳弘  真一 市川　謙二 金久  厚男 金久  智抄 野村  謙二 橋本　正良 岡田  直光

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

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 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 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

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

大崎　俊道

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

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 中平  ふみ 矢野川  研 古田　修章 伊藤　秀男

島﨑　実 伊与田雅子 松村美和子

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

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

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 濵井　倫子

西内　義人 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 島﨑　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

藤川　雅章 門脇　隆彦

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

　　　島﨑　実

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 （2023年度から無料）
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 １，５００円

検定員登録料 １，５００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）

指導員会費 １，０００円 （高知県・西日本Ｂ）

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。

９ この基準は、２０２２年７月２４日より施行する。
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