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2020年度は平成時代から新元号令和に移行しての
新しい時代の幕開けでした。年度テーマである“プラ
スワンからオンリーワンへ”の具現化を4つの全体事
業と、5つの重点事業の中で挑戦して頂きました。引
き続き来年度も継続させて頂きたいと思います。

しかしながら、多難な一年であったと言い切って
も良いと思います。年初はSAJへの会員登録システ
ム“しくみネット”が急遽導入され、大混乱の中でのス
タートとなりました。“このシステムの方向性は時代
に合ったもの”と理解をしておりましたが、混乱と負
担回避の為、都連所属団体に対して通常のSAJ会員
登録は都連事務局が肩代わりし、個人の資格登録及
び資格継続などの為の研修会登録に関しては会員個
人にお願い致しました。その様な状況でしたが、会
員の皆様のご理解とご協力により、様々な問題はあ
りましたが、何とかスタートが切れました。ご協力あ
りがとうございました。

その様な中、10月の第1回目の指導者研修会：理論
及びクリニックは台風の直撃を受け中止とし、受講
者は第2回目並びに実技研修の日に同時開催される理
論及びクリニックに振り替えて頂きました。その後2
月後半までは雪不足にもかかわらず各種事業は順調
に推移致しましたが、1月後半より中国武漢から発生
した新型コロナウィルスが世界各地に急速感染拡大
し、日本政府はその感染防止策として全国民に様々
な自粛要請をされました。SAJもその要請を受け、全
国の所属団体へSAJ主催の各種事業、研修会等を中

止または延期の指示が出され、東京都スキー連盟も
その指示に従い、3月からの全ての事業を中止または
延期と致しました。また、今年の最大イベントである
“2020東京オリンピック・パラリンピック”開催も一年
先送りが決定されました。感染防止策の一つである
三密（密閉・密集・密接）は今現在も継続されてお
ります。

しかしながら、感染終息がされても、私たちの生
活環境、社会環境、教育環境、経済環境、スポーツ
環境等々は感染以前に戻ることないと思いますし、
多くの問題が山積されたままになると思います。その
様な中、緊急事態宣言は5月には47都道府県の段階的
な解除がされ始め、そして待望の全国解除が5月25日
にされました。しかし、このウイルスとは長く向き合っ
ていかなくてはならないと思います。

その様な中で感染予防のための専門家会議が“新し
い生活様式”を提唱されました。私達も“過去にない経
験“を前向きに活かし、そして年度を総括し、“新しい
スキー界”の為に立ち留まる事無く次年度に実施する
各種事業に対応していかなくてはなりません。その
為に“何のための事業か”を再考し、事業そのもの、運
営方法、会議方法もWEB等を取り入れ、タイムリー
な形での情報交換並びに情報共有を図りバランス、
リズム、タイミングのある対応をして参りたいと思い
ます。

引き続きのご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げ、
年次報告とさせていただきます。
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総務本部では大きく二つの対応がありました。
一つは全日本スキー連盟の会員登録システム（シクミネット）への移行です。都連としては今年度に限り会員登録作業を
事務局で対応することとし、事務局挙げて連日夜遅くまで手作業での登録手続きを行いました。
二つ目は雪不足及び新型コロナウイルス感染症の影響による行事、大会中止の対応です。行事の中止やそれに関わる返金
等について会員の皆様へいち早くお伝えすべくホームページへの情報発信やその後の対応をしてまいりました。
まだ、新型コロナウイルス感染症の終息が見えない中、今後各種行事の予定変更も予想されます。
引き続き皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。一日も早く平穏な日常に戻れることを祈念いたします。

　総務本部 総務本部長 常務理事　百々 弘毅

日頃より、本連盟教育本部運営並びに活動にご協力ご理解頂き厚く御礼申し上げます。
今年度教育本部は各事業のシクミネットでの申込み、台風19号の影響によりスキー指導者研修会理論及びスキー検定員ク
リニック開催の中止からはじまりシーズン初めの雪不足、新型コロナウイルス感染症による事業の中止及び延期等と会員
の皆様にはご不便をかけたシーズンだったかと思います。また、教育本部事業で多くのご協力関係者専門員をはじめ関係
団体様においても今年は短いシーズンではありましたがご協力感謝申し上げます。
皆様においても急激な社会的背景、環境等も大きな変化により大変な時期かと思います。
幣連盟また各スポーツ団体においてもこの社会的背景、環境の大きな変化のスピードに対しての対応、対策が急務になっ
てきております。大きな変革期と受け止め教育本部としてもこの時代にあった運営や事業形態等さまざまありますが対応、
対策等が取れればと思っております。今後ともご協力ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

　教育本部 教育本部長 常務理事　戸井田 寛

全国的な雪不足で始まった今シーズンでした。さらに新型コロナウィルスの感染拡大に対する対応として2月以降の大半の
行事が中止となりました。12月・1月の行事は雪が少ない中、何とか開催できましたが、それ以降はSAJの方針もあり、結
果的に全行事中止せざるを得ないシーズンでした。
各大会に向けてご準備をされてきた選手の皆さま、大会開催に当たって、最後までご理解ご協力をいただきましたスキー
場関係の皆さま、各宿泊関係の皆さまには、雪不足と新型コロナウィルスの影響とはいえ、多大のご迷惑をおかけしたこ
とをお詫び申し上げます。来るシーズンに向け、ウェブによるトレーニング会の実施や緊急事態宣言解除後のシーズンま
での取り組みなど準備をしております。個々人やチームなどでのお取り組みをはじめ、都連の取り組みにも是非ご参加い
ただき、よりよいシーズンインができるよう期待しております。

　競技本部 競技本部長 常務理事　金城 和貞

2020シーズンを終えて 専務理事　長谷川 春彦

2020年度を振り返ると、今年度は8月より会員登録の方法が変更になりSAJ会員登録システム【シクミネット】
の導入があり、説明会等を開催させて頂きましたが、ご理解が難しかったかと思いました。

10月の研修会在京理論が台風19号の影響により中止となりました。理論が中止となるのは本連盟では初めて
の事ではないかと思われます。このシーズンは当初雪が少なく活動もままならなかった方も多くいたかと思い
ますが、その後、1月・2月を見れば順調なシーズンで終了出来る予定でしたが、新型コロナウィルス感染症が
発症し、SAJ・都体協よりの指示もあり3月初旬に本連盟も多くの計画事業を中止・延期とし、会員皆様のご理解、
ご協力を願った所です。

あっけなく今シーズンが終了してしまった感ありましたが、現在は来年度に向かって中止となった教育本部
の資格受検や資格維持事業につきましては、SAJと調整の上ホームヘージ等にも掲載させて頂きましたので是
非ご確認をお願いします。

今年度の会員登録業務は都連事務局で行いましたが、2021年度については会員の皆様に行って頂きますので、
ご準備・ご協力を宜しくお願い致します。最後に来年はこの様なことを無いように祈ります。
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第75回国民体育大会冬季大会第75回国民体育大会冬季大会
スキー競技会報告スキー競技会報告
第７５回国体冬季大会スキー競技会 総監督　金城 和貞

とやま・なんと国体2020は、富山市と南砺市を舞台に、2月16日に始まり19日まで各競技が行われました。今シーズンは
全国的な小雪で、特に新潟県を含む北陸地方では2月になってもオープンできないスキー場が多かったです。国体会場
になっている4会場でも、開催に向けて富山県スキー連盟、地元スキー関係者、自衛隊の皆さまによる大変なご努力が日々
続けられました。開催1週間前になっても雪不足で開催が危ぶまれていましたが、14日から寒波が到来するという予報
のもとに実施の判断が下されました。例年ならば、市内は白銀の世界だそうですが、今年は道路にも雪は全くなく、本
当に競技は行われるのかという状況でした。
開始式に先立ち、前日の15日には全国代表者会議が富山県民会館で行われました。地元挨拶の中では、「雪不足の中やっ
と開催にこぎつけました」と開催への熱い想いが印象的でした。SAJ始め関係団体の挨拶でも開催にあたっての地元関
係者のご労苦に謝辞が述べられていました。
16日午前は、富山市にある「立山シャンツェ」の公式練習に行きました。公式練習とはいっても、翌日の気象条件によっ
てはオフィシャルな成績になるので気が抜けません。ランディングバーンは、いろいろな場所からダンプカーで雪を運
んできて雪つけをしたとのことで、土が混じって茶色でやっと競技に漕ぎつけた状況で、関係者のご苦労と何としても
競技を実施する熱意が感じられる会場でした。午後は、南砺市福野体育館で開始式が行われました。ドラム缶楽器を使っ
た市民楽団による迫力あるパフォーマンス、五箇山民謡の伝承・普及に取り組んでいる県立南砺平高校郷土芸能部によ
るアトラクションがあり華やかな中にも厳かな雰囲気の中で、各都道府県の選手が入場、トロフィー返還、関係団体の
挨拶、選手宣誓と行われました。
17日は、ジャイアントスラローム会場の南砺市たいらスキー場と、たいらクロスカントリーコースに行きました。好天
の中、昨夜からの降雪による良い条件で競技が行われました。
18日も、たいらスキー場でGSの応援です。バーンの状態は良好ですが、晴れ間があったり、雪が降ってきて視界が悪く
なったりと、スタート順によって条件の差がありました。成年C組は健闘しました。
19日は、たいらクロスカントリーコースに移動し、成年のリレーの応援です。監督の期待できるの声に応援にも熱が入
ります。結果的に雪あり県と伍して23チーム中11位と東京都チームとしては久々の好成績でした。その後、南砺市の「じょ
うはな座」で表彰式に参加しました。東京都は残念ながら表彰を逃しましたが、雪なし県であり、さらに練習場所が限
定されていたシーズンとしては、よく頑張ったと評価できます。
新型コロナウィルスの感染拡大防止により、シーズン後半の行事が全て中止になった中、選手の皆さまや関係者の皆さ
まは、さぞご苦労されたことと拝察いたします。来るシーズンは、万全の準備の下、東京都代表として国体で活躍され
ることを祈念しております。参加選手の皆さま、関係者の皆さま、ありがとうございました。
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東京都スキー技術選手権大会を毎年支えてくださっている清水さん。
ベストに3つのインカムを装着し、ホテル2階にある本部から常に広いゲレンデに目を
配り、ゲレンデの安全のためにパトロールの方々へ指示を出しています。大会運営部
からの依頼にも即座に対処してくださいます。大会のスムーズな運営に欠かすことの
できない存在です。今回はそんな清水さんにお話しを伺いました。
Q　今回一番苦労したことは？
A　今回は雪がなかったため予定していたコートでできるかどうかが心配だった。
Finishラインを変更するなどして対応した。
Q　これまでに一番思い出に残った担当大会は？
A　すべてが大変で、スキーの大会ってなぜこんなに大変なのかと思う（笑）。

一番はやはり2016年2月のワールドカップ。いいバーンが完成した後に大雪。そして大会前日は大雨。大回転が終わった
後コース外でなだれが発生。スラローム競技中には濃霧が少しずつ下がってくる。競技が無事終了した時は奇跡が起こっ
たと思った。今年のワールドカップはもっとハードな状況となりそうな気がする。
清水さんの予想どおり、今回のワールドカップはスラロームが中止となるような大荒れの天気でした。どんな環境でも選
手が安全に競技に集中できるのは、見えないところで常に気を配っている清水さんはじめゲレンデスタッフの存在がある
からこそです。感謝申し上げます。

清水 利一一 さん 苗場スキー場　営業リーダー

第41回東京都スキー技術選手権大会　兼　第41回東京都スキー技術選手権大会　兼　
第57回全日本スキー技術選手権大会出場者選考会第57回全日本スキー技術選手権大会出場者選考会
2020年1月24日～ 26日、新潟県苗場スキー場

暖冬と雪不足により多くのスキー場でオープンが遅れた2020年。今年は固いバーンでの開催となりました。男子は、風
間健太選手が4年連続優勝。女子は、切久保深雪選手が復活優勝を果たしました。
大会前何人もの男子選手から「今年こそは健太さんを倒したい！」という言葉を聞きましたが、風間選手は6種目中4種
目で1位、他2種目も2位という成績で他の選手からの挑戦を退けました。女子は、切久保選手と荒井佑沙選手とが各種
目で1位と2位を取り合う270点を出し合うデットヒートを繰り広げドキドキする展開でした。
全日本スキー技術選手権大会出場を目指す選手の熱い戦いは技術選の魅力です。また、クラブの仲間と日頃の練習の成
果を試すために出場、お父さんお母さんが応援する子供たちの声を力に出場、還暦を記念して出場、などさまざま思い
で大会を楽しめるというのも1つの魅力です。トップ選手と同じコートで同じ種目に挑戦してみてはいかがでしょうか。
技術選アンバサダーの山崎操さんがMCの大村信行さんとともに皆さんを応援し、時には応援団の声をマイクで選手ま
で届け大会を盛り上げ、選手・応援団一体となって楽しい大会になっています。

大会終了後、全日本スキー技
術選手権大会出場者、男子17
名女子15名（うち各1名補欠）
が選出されましたが、残念な
がら今年の大会は中止となり
ました。選手の方々は「ショッ
ク…」と口々に言っていまし
たが、すでに気持ちを切り替
え、来年に向かって始動して
います。
ぜひ来年、トップ選手の熱い
戦いをゲレンデに応援に来て
ください。
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優優勝勝者者イインンタタビビュューー

Q.　復活優勝を成し遂げられました。去年とくらべ、今年特に滑りで意識した
部分とかありますか？
A.　今シーズンは雪が少なかったので実践的斜面での練習がとても少なく、基
本的な練習が多かったので、ベースが安定して良かったのかもしれません。

Q.　 多くのスキーヤーがトップ選手がどんなことを考えて練習しているのか気
になっていると思います。目標とする滑りのイメージとか、今後、克服したい
課題とかお持ちですか？
A.　目標はあります。練習していくうちに変わったりもしますが、イメージを
どれだけしっかり持てるかで、
習得の効率がかなり変わると
思います。今シーズンは雪不

足で滑れない分、ワールドカップの映像を沢山見て勉強しまし
た。同じようにはできませんが、沢山のヒントがあります。

Q.　全日本選手権、そしてデモ選が中止となってしまいました。
来年の東京都技術選、そして、全日本選手権への抱負をお願い
します。
A.　今年の全日本技術選が中止になってとても残念です。来年
は東京都予選も全日本も終息して開催できますように、出られ
た時は滑れるとこを感謝して頑張りたいと思います！

切久保 深雪 選手

Q.　連勝記録を伸ばされました。去年とくらべ、今年特に滑りで意識した部分
とかありますか？
A.　今年は少雪の影響と仕事の関係で練習量が例年の半分以下になりました。
少ない練習量で意識したのは集中力を高めて練習する事を大事にしました。

Q.　多くのスキーヤーがトップ選手がどんなことを考えて練習しているのか気
になっていると思います。目標とする滑りのイメージとか、今後、克服したい
課題とかお持ちですか？
A. スキーで目指している滑りを完全に頭の中にイメージ出来てから練習する様
にしています。
また、スキー以外の日常生活でも常にスキーの動きを身体で表現したりしてい
ます。

後は理想の滑りに近づくようにスキーチューンナップやブーツのチューンナップを大事にしています。これだけ
で劇的に滑りは変わると思っています。

目標とする滑りはスキーの走りと身体の運動スピードに緩急をつける事です。技術選はジャッジスポーツ（対人
間）なので第一印象で全てが決まると思っています。
野球で言うと選手がピッチャーでバッターがジャッジです。
90キロの変化球と150キロのストレートを使ってジャッジを打
ち取れれば高得点が期待できると思います。

Q.　全日本選手権、そしてデモ選が中止となってしまいました。
来年の東京都技術選、そして、全日本選手権への抱負をお願い
します。
A.　今年は残念ながら中止となってしまいましたが、来年は新
東京都スキー技術選チームが全日本で活躍します。皆さん、ぜ
ひ会場に足を運んで応援に来てください。

風間 健太 選手
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SAJ公認スキーパトロール研修会SAJ公認スキーパトロール研修会
（東京会場）の報告（東京会場）の報告

2月15 ～ 16日の日程で、都連主管の標記研修が菅平高原で開催された。SAJ公認スキーパトロール有資格者20名が出席
した。パトロール技術の復習や新技術を取得した充実の研修会となる。
主催団体であるSAJ・長谷川幸平教育本部専門員（都連理事）から「今シーズンは、教育も競技も“安全”が重点テーマとなっ
ている。いよいよ皆さん達が活躍する時が来た。実力を十分に発揮し事故防止に努めてほしい。」との挨拶で研修会が
始まる。
午前中は、ゲレンデ等に危険箇所がないか、点検しながら基礎スキーの再確認だ。転倒し受傷した一般女姓を、現地パ
トロールへ引き継ぎを実践するハプニングも。
昼食後、3班に分かれアキヤボートとロープボートの操作実技。アキヤは2人で曳く。ロープボートを初めて操作する人
もいるが、講師から操作要領を教わると、それなりにボートをコントロールできるところは流石である。
宿に戻り、夕飯前に三角巾とロープの復習。手順や要領を忘れた種目も多く、思い出すのに一苦労。日頃から三角巾やロー
プに触れておく必要を痛感する。

夕食後は座学。昼間撮った映像を見ながら、全体で意見を交わす。保坂主任講師は「事故現場で、現地パトロールのア
シストができるように、パトロールレベルを維持してほしい。」と研修テーマの主旨を語る。受講生は、「アキヤを曳く
のも面白い。一人でも多くのスキーヤーが興味を持って、公認パトロールを受検してほしい。」との感想も聞かれる。

翌日も、アキヤボートとロープボート実技。これで、一人1回はロープボートを操作した。アキヤボートは、かなりスピー
ドが上がっている。春のようなシャーベット状で、積雪も少ない悪コンディションの中、コース整備を常に行いながら
無事終了した。
閉講式で、都連の西塚担当理事から「皆さんのチームワークの素晴らしさを見せていただいた。ぜひ、仲間を増やして
スキー界を盛り上げてほしい」との挨拶で研修会を解散する。

時間 15日 16日
午前 基礎スキー アキヤ＆ロープボート操法
午後 アキヤ＆ロープボート操法 機材メンテナンス
夕方 三角巾＆ロープワーク 使用ゲレンデ：奥ダボス（基礎）
夜 ビデオ研修、意見交換 シュナイダー（アキヤ＆ボート）
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報告者：田中学

ロゴのリニューアルロゴのリニューアル
Yukidsプロジェクトのロゴを新たに作成しました。

『子ども・雪・東京・SDG's』をテーマにしたカラフルでスタイリッシュなデザインになりました。
今後、多く皆さんに目に留めていただきたく存じます。

第1回目を無事に成功させることができました。
全国の名のもと、この活動を、更に全国の子供たちに発信し、
日本のスキーヤーの魅力を、ここ東京から届けていきたい！

来季にむけて来季にむけて

初の試みで行った、未就学児対象のスキーイベント「全国yukidsスノーフェスティバル」が
2月22日〜 23日新潟県湯沢中里スノーリゾートにて開催されました。

参加者は、幼児年中〜年長男女の41名
保護者や応援団の皆さんを合わせて総勢100名ほどにご参加いただきました。

目的は未来のスキーヤーを育てる事！
内容は大きく3つあり、

・スラローム（中回転）練習会とレース　・ジュニアバッチテスト　・雪上運動会

2019/20 シーズン活動報告2019/20 シーズン活動報告

子どもたちがスキーを通して、楽しむこと、
出来ないことが出来る様になる、考える、

励まし合う、競い合う、自信をもつ、自律する。
そんなことが伝えられたかと思います。
参加した子供たちが、スキーの楽しさを

心底味わえた2日間でした。
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＊井上優コーチ
全国中学校スキー大会を4日間選手をサポートさせていただき、

選手の最高順位である、4位という結果を目の当たりにしとても感激でした。
来シーズンも、選手の能力をもっと引き出せるよう、

自信を持ってスタートできるよう選手をサポートしていきたいとおもいます。

＊清澤恵美子ディレクター　総括
今シーズンは夏季より陸上トレーニングにてスキースキルに繋げるトレーニングは

もちろんのこと、基礎体力、運動能力の向上を目指し活動をしてまいりました。
また各選手が自己分析にて人間力向上が努められるようメンタルトレーニングも行いました。

スキーシーズンには暖冬による、雪不足や新型コロナウィルスの影響で活動は制限されてしまいましたが、
その中でも全国中学スキー大会で男子は4位入賞、女子も20位以内に入るなど健闘しました。

来年は全国大会で優勝者を出せるよう、引き続き継続してサポートしてまいります。

yukids強化活動についてyukids強化活動について
＊梅原玲奈ヘッドコーチ

全国中学校スキー 大会
2月5日〜 8日・野沢温泉スキー場

突然の降雪でのタイムスケジュール変更や練習の中止など、大会期間中イレギュラーなことが多くありましたが、
大変な環境であったからこそ、選手それぞれが今自分が何をするべきかを考え行動できたのではないかと思います。

選択に正解や間違いはなく、その行動が結果として良かったか
もっと違う方法があったか振り返る事で、

選手として一人の人間として成長できる大会になったのではないでしょうか。

また、目指していた成績を残せた選手もいればそうでない選手もおりましたが、
「失敗してしまったけれど、自分のこういう所は良かった」

「タイムは出なかったけれど、課題の〇〇はしっかり意識できたので満足です」
「もっと攻めることができたけれど、自分のできる限りのことに挑戦しました」

など、成績だけにとらわれずにしっかり自己分析と自己評価が出来ている選手が多かったことも印象に残りました。

東京都代表として元気の良い挨拶や先生やスタッフへの感謝などもしっかりできていました。
自覚し、行動することの大切さをyukidsの活動を通して今後もサポートできたらと思います。
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選手名 クラブ名
男子

1 風間 健太 Ritzスキークラブ
2 頼光 一太郎 八王子スキー連盟
3 中野 聡 ハルスポーツ
4 齊藤 泰英 スキーチームゼロ
5 内田 智久 ときスキークラブ
6 君島 瑠 石井スポーツスキークラブ
7 沖山 正裕 ロングクルーズスキークラブ
8 表 孝一 シチズンスキークラブ
9 富澤 健太郎 スキーチームゼロ

10 大野 高峰 アールビー　トウキョウ
11 末松 明 スラロームスキークラブ
12 五明 秀晋 小平市スキー連盟
13 岩波 穂高 チームディーエルベーハースキークラブ
14 厚見 憲将 ホワイトウイングススキークラブ
15 高科 英一 ソニースキークラブ
16 山田 一樹 アカデミースキークラブ
補欠 村松 拓真 ホワイトウイングススキークラブ

女子
1 切久保 深雪 ゴールドウインスキークラブ
2 荒井 佑沙 シール・クラブ
3 野々山 颯絵 日建総業スキークラブ
4 新谷 起世 チームディーエルベーハースキークラブ
5 冨澤 瞳 アカデミースキークラブ
6 根本 風花 ゴールドウインスキークラブ
7 山口 夏未 体育指導のスタートラインスキークラブ
8 井上 優 Happiness（ハピネス）スキークラブ
9 後藤 茜 苗場ベーシック＆レーシングクラブ

10 新井 祥子 ジーファクトリー
11 小田切 悠 シゲチャンスキーストゥーディオ
12 伊藤 沙樹 ラッチ（RACH)  
13 齋藤 夏実 ラッチ（RACH)  
14 丸山 伶美 石井スポーツスキークラブ
補欠 三浦 由実 ラッチ（RACH)  

選手名 クラブ名
小学校低学年男子

1 弦巻 魁良
2 平田 慎吉
3 星快 芯

小学校低学年女子
1 小宮 佑理
2 内田 妃葵
3 松井 杏莉

小学校高学年男子
1 紅林 涼雅 石井スポーツスキークラブ
2 村川 航一
3 菊川 大翔 警視庁スキークラブ

小学校高学年女子
1 小寺 煌 石井スポーツスキークラブ
2 弦巻 佳夢
3 鈴木 美凪

中学男子
1 芹沢 雪輝也 チーム０2スキークラブ
2 山本 裕智 東京都中体連スキー部
3 吉田 将瑛 愛知県スキー連盟

中学女子
1 小宮 礼乃 東京都中体連スキー部
2 稲垣 海咲 東京都中体連スキー部
3 ミーナン ソフィア カンダハートライブレーシング

高校男子
1 鈴木 貴大 東京都高体連スキー部
2 高橋 直 東京都高体連スキー部
3 目連 宗一郎 東京都高体連スキー部

高校女子
1 渋谷 咲綺 埼玉県スキー連盟
2 篠崎 風奏 東京都高体連スキー部

第57回全日本スキー技術
選手権大会出場選出者

オープンジュニア技術選
ステージⅠ

2020年2月1日（土）～2日（日） 
群馬県・かたしな高原スキー場

クラス 順位 氏名 クラブ名
男子

1
1 村山 真三 杉並区スキー連盟
2 谷中 忠男 防衛省スキークラブ
2 緒方 重威 スノーファミリー

2
1 若林 茂 埼玉県スキー連盟
2 小平 忠昭 スノーファミリー
3 浜谷 哲男 新宿スキークラブ

3
1 茂木 信章 防衛省スキークラブ
2 名塚 幸雄 ＡＬＴスキークラブ
3 矢野 金吾 イエティスキークラブ

4
1 菅原 千寿 チーム０２スキークラブ
2 近藤 泰児 ＡＬＴスキークラブ
3 森田 憲史 ファーストスキークラブ

5
1 遠藤 正明 （公財）神奈川県スキー連盟
2 川口 泰宏 エーデル・スキークラブ
3 湯浅 統大 アルピナグループ

6
1 中島 康裕 （公財）神奈川県スキー連盟
2 斉藤 彰俊 （公財）神奈川県スキー連盟
3 原田 秀行 KDDIスキークラブ

7
1 宮園 耕二 Ritzスキークラブ
2 村松 篤 ホワイトウイングススキークラブ
3 小池 未千孝 ホワイトウイングススキークラブ

8
1 岡 祐介 ホワイトウイングススキークラブ
2 山口 大介 チーム０２スキークラブ
3 阿部 友宏 トヨタ自動車東京スキークラブ

クラス 順位 氏名 クラブ名
女子

2
1 宮崎 聡子 八王子スキー連盟
2 谷中 久美代 防衛省スキークラブ

3
1 花岡 徳子 フロンティアスキークラブ
2 依田 初栄 イエティスキークラブ

5
1 齋藤 千穂 ラッチ（RACH)
2 太田 三津子
3 菅野 明子 フロンティアスキークラブ

6
1 金光 明子 グレンツェンスキークラブ
2 稗田 潤 ジーファクトリー
3 林 恵子 （公財）神奈川県スキー連盟

7
1 刀禰 浩子 クラウンスキークラブ
2 遠藤 千香子 チーム02スキークラブ
3 志村 あゆみ カオススキークラブ

8
1 山口 真理子 チーム02スキークラブ
2 渡辺 叔佳 スカブラ・クラブ
3 蓮沼 優子 （公財）神奈川県スキー連盟

2020年度オープンマスターズスキーサーキットⅠ

2020年2月1日（土）～2日（日） 
かたしな高原スキー場
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第75回国民体育大会冬季大会 とやま・なんと国体2020

◆ジャイアントスラローム
2020年2月17日（月）～19日（水） 
たいらスキー場

◆クロスカントリー
2020年2月16日（日）～19日（水） 
たいらクロスカントリーコース

◆スペシャルジャンプ
2020年2月16日（日）～17日（月）
富山県スキージャンプ場　立山シャンツェ

順位 選手名 所属
成年男子A

14 関口 快 ヘッドスキークラブ
32 高原 悠綺 雪印メグミルク
42 一ノ瀬 丞 八王子スキー連盟

成年女子A
28 石渡 実香 青山学院大学
48 中渡 智香 國學院大學

DNS 山口 ゆい 慶應義塾大学
成年男子B

13 頼光 一太郎 玉川学園高等部（教）
16 松本 勲人 電通会スキー部
24 坂口 雄基 練馬区スキー協会

成年女子B
21 佐藤 千紗 成城スキークラブ

DNF 伊東 沙樹 himawari鍼灸院
成年男子C

32 松本 継之 東京都立小川高等学校
39 吉田 裕治 （株）エムズウイング
51 戸井田 慎 （株）戸井田製作所

少年男子
24 康野 瑛嗣 暁星高校
44 新名 将也 青山学院高等部
56 石渡 亮 日本大学第二高等学校
64 山内 直己 早稲田実業高等学校
74 木村 颯汰 日本大学豊山中学校
81 宮脇 瞭 暁星高校

少年女子
14 渡邊 倭 ICI石井スポーツスキークラブ
30 西田 れいあ 中央大学付属高等学校
44 楠本 夏花 東洋英和女学院高等部

DNF 福岡 真子 早稲田実業学校高等部

順位 選手名 所属
成年男子Ａ10㎞クラシカル

27 星名 洋輝 日本体育大学
32 石原 湧樹 アークコミュニケーション
46 鈴木 孝昇 東京農業大学

成年男子B10㎞クラシカル
15 藤田 佑平 株式会社スポーツフィール

少年男子10㎞クラシカル
111 千葉 亮伍 明治大学付属中野高等学校
DNS 寺嶋 謙一郎 豊島学院高校

成年男子C5㎞クラシカル
37 飯田 和久 株式会社JALエンジニアリング
38 松尾 泰行 株式会社雄大
44 丸山 智 BEAMS

少年女子A5㎞クラシカル
57 井川 珠実 豊島学院高校
66 足立 紗菜 明治大学付属明治高等学校

成年男子4×10㎞フリーリレー

11

石原 湧樹
星名 洋輝
藤田 佑平
鈴木 孝昇

順位 選手名 所属
成年男子A

18 山根 和治 日本大学
31 山本 建杜 東北大学大学院
32 三川 裕一郎 東京大学

成年男子B
23 北澤 裕介 FIT SKI
26 毛利 将人 株式会社MainManoFoods

◆コンバインド
2020年2月18日（火）
立山シャンツェ　あわすの平クロスカントリーコース

順位 選手名 所属
コンバインドクロスカントリー（フリー）成年男子A

19 髙澤 健 日本大学
28 山本 建杜 東北大学大学院

コンバインドジャンプ成年男子A
25 髙澤 健 日本大学
25 山本 建杜 東北大学大学院

2020年2月14日（金） ～16日（日）
秋田 たざわ湖

女子モーグル
優勝 川村 あんり チームジョックス

15位（予選） 水沼 菜々美 日本体育大学桜華高校
男子モーグル
47位 堅田 真人 ホットアンドクレイジー

女子デュアルモーグル
3位 川村 あんり チームジョックス

19位 水沼 菜々美 日本体育大学桜華高校
男子デュアルモーグル
41位 堅田 真人 ホットアンドクレイジー

第40回全日本スキー選手権大会
フリースタイルスキー競技

選手名 クラブ名
フリースタイル男子

1 土田 修一 ラスカルスキークラブ
フリースタイル女子

1 河合 美保 JaSRA（ジャスラ）
2 土田 聡子 ラスカルスキークラブ
3 知野 聖世 JaSRA（ジャスラ）
4 今村 宏美 エイティエイトスキー＆スノーボードクラブ
5 高野 加名 スポーツアルペン・スキークラブ

アルペン男子
1 白川 尊則 ヨネックス
2 白川 裕則 ヨネックス
3 小林 丈紘 スポーツアルペン・スキークラブ

第17回全日本スノーボード
技術選手権大会出場選出者
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第69回全国高等学校スキー大会

2020年2月3日（月）～7日（金） 
新潟県 赤倉観光リゾートスキー場

第57回
全国中学校スキー大会

2020年2月5日（水）～8日（土）
長野県 野沢温泉スキー場/野沢温泉南原CCコース

順位 選手名 所属
GS男子

4 鈴木 麻生 立教池袋中学校
39 稲葉 陽生 多摩大学目黒中学校
48 濱野 弘大 立教池袋中学校
65 近藤 優太 瀬田中学校

GS女子
18 中島 翠生 ASIJ中学校
41 青木 愛 田園調布雙葉中学校
67 小宮 礼乃 西東京市立保谷中学校

DNF1 澤村 クレタ トキワ松学園中学校
SL男子

13 木村 颯太 日本大学豊山中学校
44 小川 竜司 三鷹第一中学校

2ndcut 皆川 真潤 成城学園中学校
2ndcut 濱野 弘大 立教池袋中学校
SL女子

34 上條 蓮奈 八王子市立第七中学校
54 青木 愛 田園調布雙葉中学校

DNS1 澤村 クレタ トキワ松学園中学校
2ndcut 中島 翠生 ASIJ中学校
5㎞クラシカル男子

154 山澤 琉生 明治大学付属中野中学校
155 岩倉 誠弥 明治大学付属明治中学
156 流石 勇輝 明治大学付属明治中学

5㎞フリー男子
150 山澤 琉生 明治大学付属中野中学校
152 流石 勇輝 明治大学付属明治中学
154 岩倉 誠弥 明治大学付属明治中学

ノルディックコンバインド男子
23 夏堀 福也 桜丘中学校

スペシャルジャンプ男子
15 夏堀 福也 桜丘中学校

順位 選手名 所属
GS男子

28 康野 瑛嗣 暁星高校
65 工藤 亮太 獨協高校
69 三浦 雄輝 早稲田実業高校
81 山内 直己 早稲田実業高校
93 戸田 直人 日本大学鶴ヶ丘高校
98 三原 蔵 日本大学第二高校

106 福岡 大知 成蹊高校
DNF1 宮脇 瞭 暁星高校 
DNF1 水川 太貴 早稲田実業高校
DNF2 新名 将也 青山学院高校
DNF2 中川 琉晟 芝高校
GS女子

61 西田 れいあ 中央大学付属高校
61 楠本 夏花 東洋英和女学院高校
65 齊藤 瑚子 成城学園高校
67 齊藤 きらり 日本大学第二高校
74 中俣 美咲 日本大学第二高校
78 原田 朱莉 ASIJ高校
89 大川 湖夏 日本大学第二高校

100 園部 水優 日本工業大学駒場高校
DNF1 渡辺 ひかる 拓殖大学第一高校
DNF2 福岡 真子 早稲田実業高校
SL男子

28 康野 瑛嗣 暁星高校
40 新名 将也 青山学院高校
44 石渡 亮 日本大学第二高校

DNF1 三原 蔵 日本大学第二高校
DNF1 山内 直己 早稲田実業高校
DNF1 戸田 直人 日本大学鶴ヶ丘高校
DNF2 宮脇 瞭 暁星高校 

2ndcut 石川 海 日本体育大学荏原高校
2ndcut 三浦 雄輝 早稲田実業高校
2ndcut 細野 里音 桐朋高校
SL女子

25 楠本 夏花 東洋英和女学院高校
48 西田 れいあ 中央大学付属高校
58 德重 舞 十文字高校
69 中俣 美咲 日本大学第二高校
71 安藤 巴菜 成城学園高校
77 齊藤 瑚子 成城学園高校

107 大泉 理香子 青山学院高校
DNF1 渡辺 ひかる 拓殖大学第一高校
DNF1 宮澤 莉子 成城学園高校
DNF2 福岡 真子 早稲田実業高校
10㎞フリー男子

132 鈴木 智貴 法政大学高校
141 作田 然 豊島学院高校
143 千葉 亮伍 明治大学付属中野高校
148 平原 大介 明治大学付属中野高校
153 村松 夢叶 豊島学院高校
154 藤井 悠輝 豊島学院高校
156 井崎 哉夢 法政大学高校
158 秋本 理貴 明治大学付属中野高校
160 佐川 暖真 明治大学付属明治高校
163 小川 大智 明治大学付属明治高校

5㎞フリー女子
87 井川 珠実 豊島学院高校
98 足立 紗菜 明治大学付属明治高校

102 大島 ユリ 豊島学院高校
108 江原 真奈 豊島学院高校

順位 選手名 所属
10㎞クラシカル男子

136 鈴木 智貴 法政大学高校
138 千葉 亮伍 明治大学付属中野高校
141 井崎 哉夢 法政大学高校　
144 作田 然 豊島学院高校
152 藤井 悠輝 豊島学院高校
155 宇佐原 匠人 明治大学付属明治高校
156 小川 大智 明治大学付属明治高校
DNS 平原 大介 明治大学付属中野高校
DNS 前原 悠人 明治大学付属中野高校
DNS 寺島 謙一郎 豊島学院高校

5㎞クラシカル女子
85 井川 珠実 豊島学院高校
94 足立 紗菜 明治大学付属明治高校

102 大島 ユリ 豊島学院高校
111 江原 真奈 豊島学院高校
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2020 SAT公認セッター検定合格者

団体No. 団体名 氏名 級
12 八王子スキー連盟 鈴木 克 A
18 日本アルペンスキークラブ 加嶋 義徳 A

134 若葉スキークラブ 池内 伸行 A
497 カンダハートライブ レーシング 二瓶 治彦 A
524 石井スポーツスキークラブ 丸山 英明 A
41 ホワイト・ベア・クラブ 山田 勝巳 B

134 若葉スキークラブ 宮本 香苗 B
158 練馬区スキー協会 熊沢 明 B
207 サウンズスキークラブ 村本 成洋 B
583 東京デフスキークラブ 室園 晶子 B
639 ディップス スキークラブ 坂内 友岳 B

2020年度　中止または延期となった大会、検定会（一部）

第57回全日本スキー技術選手権大会

第17回全日本スノーボード技術選手権大会

スキー・スノーボード　デモンストレーター選考会

第4回全日本ジュニアスキー技術選手権大会

JOCジュニアオリンピックカップスキー大会

第73回東京都スキー連盟クラブ対抗競技会

第73回都民体育大会冬季大会スキー競技会

スキー指導者準指導員検定会

SAJ公認クロスカントリースキー指導員検定会

SAJ公認スキーパトロール検定会

SAJ公認旗門審判員検定会

この他にも多くの事業が中止または延期となりました。

スキー指導員検定会　合格者、スキーA級検定員検定会　合格者は次号の
SATだより87号で掲載予定です。

　昨年6月に東京都スキー連盟事務局に入局した岡倉と申します。入局から早いもので1年が過ぎようとしており 
ます。
　今年度は初めて導入されたシクミネットに始まり、台風19号による在京理論中止、暖冬による雪不足、そしてコ
ロナウィルスと想定外な出来事が連続した1年でした。慌ただしく1年が過ぎ、最後は不完全な形で事業が終了して
しまいましたが、この1年を良い経験と捉え、来年度以降の事務局業務に活かしていきたいと思っております。
　来年度からはシクミネットでの会員登録を各クラブ及び会員個人の方々に行ってもらう予定ですが、初めての事
なので戸惑いもあるかと思われます。しかしながら、会員登録に限らず昨今、生活のあらゆるものが電子化に移行
していく世の中になっております。事務局としても可能な限り会員の方々のスキーライフを支えていきたいと思っ
ておりますので、何卒ご理解、ご協力の程よろしくお願いいたします。

事務局員　岡倉 裕太

入局1年に寄せて入局1年に寄せて
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W-ZERO Kagura Racing

日建総業スキークラブ

No.7 55

No.7 56

W-ZERO Kagura Racingは、子供達にきちんとしたレーシ
ングスキーを体験させてあげたいという想いから、競技経験
のある親達や、子供がレーシングを始めた親達が有志で作っ
たクラブです。主たる活動場所は、かぐらスキー場で、シー
ズン中は平日も毎日ポールに入れる環境で練習に励んでい
ます。低学年や、まだ慣れない子供達はキッズポールといっ
た簡単なセットでの基礎練習や、こぶや深雪といったバラエ

ティに富んだ斜面を滑ることで、スキーを心から楽しむ事を
大切にしています。また、上手になってくると、大会に出場
したくなる子供達も出てくるので、応援・サポートしたり、
保護者も一緒に大会に出場して競い合ったりしています。練
習するときは本格的な内容で、試合はしっかり勝利を目指し、
そして楽しむときはとことん楽しむ！、というメリハリのき
いたクラブ運営を目指しています。

日建総業スキークラブは、日建総業㈱の社員を中心に、スキー
を通じて会員の健康増進や、懇親を図る事と、トップスキー
ヤーの挑戦を支援しています。会社としてクラブ設立前から、
元スキークロス選手の瀧澤宏臣（現社員）や梅原玲奈（現社
員）、元アルペンスキー選手の清澤恵美子さんなど多くのトッ
プスキーヤーをはじめ、ブラインドサッカー日本代表経験の
ある加藤健人選手などさまざまなアスリートを支援してまい
りました。デモンストレーターとして活躍している水落亮太
選手もその一人です。このたびクラブ設立に合わせて、弊社
新入社員の野々山颯絵と初のアスリート契約を結び、全日本
技術選手権での優勝を支援することになりました。主な活動

エリアは草津、軽井沢で、現役の選手も交え年数回のスキー
交流事業を実施しています。また、毎年秋に新宿中央公園に
て開催される「ダイバーシティーパークin新宿」では、公園
内に人工雪のスキー場を作り、多くの人へスキーの楽しさを
発信しています。このイベントでは、障がい、性別、国籍と
いった壁をなくし、“分け隔て無い”をコンセプトに、さま
ざまなスポーツを通じその魅力を発信し、多種多様な文化の
交流を推進しています。今後、トップアスリートと気軽にス
ポーツができる機会を提供しつつ、生涯に渡りスキーを楽し
めるようなクラブづくりを目指してまいりたいと考えており
ます。

2020.3万座温泉スキー場にて
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アークコミュニケーションズスキーチーム

スノークラブ　マッコイ

No.7 14

No.7 15

翻訳会社アークコミュニケーションズのスキーチームは、ク
ロスカントリースキー・スキーオリエンテーリング・フリー
スタイルスキー競技で、グローバルに戦うアスリートの育成・
支援と、競技の裾野拡大を目的として活動しています。
スキー競技では、トップアスリートであっても支援の提供元
は限定され、金銭的にスポーツを
続けることが困難になっているのが
現状です。アークコミュニケーショ
ンズは、「小さな会社」でも出来る
支援を考え、実践しています。私
たちは競技者に対し、必要な資金
や活動の場を与えます。一方、競
技者は私たちに対し、自らの人脈な
どを使ってビジネスチャンスを提
供したり、練習以外の時間を提供し
たりします。私たちはアスリートと
WINWINの関係を構築することで、
継続的に彼らの支援を行い、一緒
に夢の実現に向けてチャレンジを
続けます。

現在は、フリースタイルスキースロープスタイルで日本人
男子選手として初めてオリンピックに出場した山本泰成選手
と、スキーオリエンテーリングで日本人男子選手として初め
てユニバーシアードに出場した石原湧樹選手を支援していま
す。ぜひ皆さん、彼らを応援してください。

スノークラブマッコイは創立10周年を迎えます。本質や本
物を求めたいと命名されました。有資格者が3名からスター
トし北海道、長野より元デモンストレーター、元スキー学校
校長にトレーニング、アドバイザーになって頂き足並みを揃
えクラブ員のレベルアップに繋げました。今では有資格者7
名、1級5名、2級2名の25名です。クラブ員は20代〜 60
代の男女、幼稚園から大学迄の教師達とさまざまな職種の仲
間です。年2回の納会、総会。年4回以上の合宿と行事スキー。
主に志賀高原が多いのですが菅平、野沢、赤倉その他色々な
スキー場に出向きます。その中でチームワーク、親睦を深め
ています。

オフシーズンは気の合った仲間同志でのトレーニングもして
います。チーム員の考え方はさまざまです。自分のレベルアッ
プ、競技に参加、ひたすら滑り楽しみたい。家族サービスで
子供を連れてくる。お酒を楽しみたい。スキーだけでなく雪
のスポーツ何でもOK。仲間と滑る事でスキーの楽しさ、面
白さ、怪我のないスキー活動とルールを守り礼儀を身につけ
た生涯スポーツを目指しています。
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軽井沢千ヶ滝アルペンスキークラブ

マイズ（Mys）スキークラブ

No.7 18

No.7 19

設立の経緯は、メンバーの一人が、スキーで脚を骨折し、そ
れまで競技スキー中心に活動していた仲間と、指導資格を
とって活動しようということでした。現在は、正指導員4名、
準指導員3名の体制です。主な活動は、年3回の軽井沢、志賀、
野沢でのキャンプ、年数回のクラブ内スキー学校、シーズン
最後に、軽井沢でバッジテストの実施により、全体のレベル
アップを図っています。最近は、ブランシュたかやま、戸隠
での他クラブのキャンプにも参加して、交流しています。年
齢層は、4 〜 50代が中心ですが、会員には、ジュニアもいて、

今シーズンは、中学生が、全中GS,SLにも出場しました。名
物会員は、中央区でインバウンド向けの自転車ツアー会社を
経営している肥ちゃん、昨年、苦節？年で準指導員に合格し
た都連ではすっかり有名人れいこさん、上場船舶会社の代表
取締役でありながら毎年、スキーで顔面、足を痛めているカ
ルロス、在阪テレビ局制作局で、受け持つラジオ番組のネタ
のために毎週スキーしているしょうとく、他のクラブ員も個
性派ぞろいです。ゲレンデで、お会いした時は、よろしくお
願いします。

名誉会長に元全日本デモンストレーターの山崎操、 会長に
モーグル から基礎に転向した白井耕太を中心に 《スキー
大好きな方のための自由で楽しいコミュニティー》として 
2012年発足いたしま した。
メンバーは楽しみがら上達したい方から検定合格や大会を目
指している方が いろいろな方が集まりました。
シーズン中には12月の富良野から5月のかぐらと月山まで、 
コブや深雪、春スキーまでいろいろなシチュエーションを楽
しみながらそれぞれの目標に合ったレベルアップを目指して
います。
練習会では公認スキー学校校長とデモ時代の経験を生かし
た指導法からモーグルテクニックを駆使したコブのバリエー
ショントレーニングまで幅広く行っています。
オフにはインラインやプラスノー、ピスラボなどスキーに必
要なバランス運動を楽しみながら行っています。
雪山が大好きなメンバーが集まってスキーを通して楽しい
仲間との出会いやスノースポーツの楽しさを共有し、またス
キーの素晴らしさを多くの方にお伝えできるクラブでありた
いと思っています。
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ハルスポーツNo.7 23
ハルスポーツは2011年にスキーが大好きな仲間達と20名
位程度で立ち上げたクラブです。

『休日にアクティブに優雅にスポーツをして過ごしましょ
う！』をもっとうに技術志向のメンバーが多く在籍してい 
ます。
会員のレベルはSAJ2級程度からクラウンプライズ保持者ま
で幅広く在籍しております。
年齢も10代から60代の方まで年齢問わず、和気藹々とした
雰囲気でスキーを楽しんでおります。
また週末を中心にトレーニング会等を行っており、それぞ
れの目標に向いスキー楽しみながらトレーニングしておりま
す。ビジターの方の参加も大歓迎です。気になった方はお気
軽にお問い合わせください。
宜しくお願い致します。

連絡先 担当：中野聡
メール nakano@hal-sports.com
電話番号 080-4067-1981

第41回東京都スキー技術選手権大会　兼　
第57回全日本スキー技術選手権大会出場者選考会
2020年1月24日～26日
新潟県苗場スキー場


