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昨年度シーズン中旬に始まった未体験のウイルス
“新型コロナウイルス”の感染拡大は3度の緊急事態
宣言の発令などで、多くの事業の見直しを余儀なく
されました。しかしながら、感染防止ガイダンスを
作成し、その遵守を前提に“スポーツは止めない”と
の強い信念の基、東京都スキー連盟は数々の事業を
実施して参りました。無観客の上、参加される選手
及び理事・専門員の2週間前からの健康管理表の提
出、また、携わる理事・専門員は72時間前の抗原検
査での陰性の確認などを前提に、ほぼ予定通りの事
業の実施をさせて頂きました。苦肉の策の短縮され
た一日事業開催を基本に、その評価は千差万別ある
にせよ、実施して良かったと思っております。当然
ながら、各スキー場の絶大なるご協力があってこそ
の実行でしたし、そして、ガイダンス順守の基に参
加登録された方々を始め多くの関係者の方々の真摯
な取り組みの結果であると感謝しております。早い
ワクチンの接種とコロナ終息を祈念しております
が、経験をプラスに捉え、次年度もWITHコロナの
中での事業実施と考え、更にステップアップした方
法を模索していかなくてはならないと考えます。

“2020東京オリンピック・パラリンピック”も1年
延期となり、オリンピックは2021年7月23日よりパ
ラリンピックは8月24日より開催される事となりま
したが、翌年2022年2月は北京冬季オリンピック・
パラリンピックが開催される年です。スノースポー
ツは注目度が高まり、また業界的にも期待される年

になると思いますが、これ以上の厳しい状況の継続
は様々なスポーツ界の存続にも影響が出てくるもの
と危惧しております。

さて、本年度は理事改選の年度でありました。そ
の結果10名という最少人数でのスタートになってし
まいました。各理事の担当は決めさせて頂きました
が、各理事を各部に固定するのではなく、各部の垣
根を取り払い、柔軟に対応させて頂く事と致しまし
た。ご理解のほど宜しくお願い致します。

テーマにつきましても引き続き“プラスワンから
オンリーワンへ”を掲げさせて頂きました。毎回記
載させて頂いておりますが、すべての事業は「誰の
ため」「何のために」を明確にすることから始まり
ます。継続されている各種事業にも「価値のあるプ
ラスワン」を加味し、その結果「オンリーワン」を
目指し成長させていく事が重要であると考えます。
以上を具現化するために、全体事業5項目と重点事
業5項目を掲げさせて頂き今年度は、それらの問題
解決の為に理事・評議員及び有識者からなるプロ
ジェクトチームを組織し、様々な課題について取り
組んでいこうと考えております。

この様な状況下ですが、朗報として東京都スキー
連盟所属の各アスリートが結果を出してくれていま
す。各選手及び携われている関係者の方々に心より
のお祝いと感謝を申し上げます。

引き続きのご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げ
ます。
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2021年度を振り返って

2021年度テーマ；
プラスワンからオンリーワンへ

一般財団法人 東京都スキー連盟
会  長 　岡 部  直 士
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2021年度を振り返ると、今年度も新型コロナウィルス感染症の影響を受け在京事業・研修会実技等が中止となり、
会員の皆様にはご不便をおかけしました。
8月の事務担当者説明会も密を避けるために、団体番号別に2回に分散しての実施とさせて頂きました。 
他の雪上行事については健康チェック表のご記入を頂き、感染予防対策を行った上で実施をしました。これにつ
いては、会員皆様のご理解、ご協力を頂きありがとうございました。事務局も時間短縮等を行い、職員及び会員
の皆様の感染予防対策を講じて、ご不便をおかけしましたが運営が出来たと思っております。
今年度の会員登録業務については会員の皆様のご協力を頂き行うことが出来ました。2022年度も会員の皆様のご
協力を宜しくお願い致します。
ご協力の程ありがとうございました。

　2021シーズンを終えて 総務本部長　長谷川 春彦

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。
今年度の教育本部は新型コロナウイルス感染拡大防止対策による変更、短縮、緊急事態宣言による中止、コロナ
禍での行事運営と会員の皆様には昨年に引続きご不便をかけたシーズンだったと思います。また、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昨年の延期事業も含めコロナ禍での様々な対応、対策にご尽力頂き
感謝申し上げます。このような中ではありますが、喜ばしい報告として全日本デモンストレーター選考会におい
てスキー、スノーボードからナショナルデモンストレーター各1名、SAJスキーデモンストレーター 4名、SAJスノー
ボードデモンストレーター 1名認定を受ける事が出来ました。認定された選手の皆様おめでとうございます。現在
来シーズンに向けて研修会、検定会、競技会と計画を進めておりますが、コロナ禍で運営するうえで皆様方のご
協力が必要です。より良い事業を計画していますので今後ともご協力ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

　教育本部報告 教育本部長　戸井田 寛

2020－21年シーズンを振り返ると、終始してコロナ禍での行事対応に向き合ったシーズンでありました。刻々と
変化する状況に危機感を持ちながら、参加者も役員も一丸となって踏ん張りきれたと感じています。その結果シー
ズンを通して、感染者を出すことは無く、規模の縮小はあっても概ね計画通りに大会・行事を全う出来たのでは
ないでしょうか。
これらの主な取り組みは以下の通りです。
・感染リスクを考慮した、大会・行事の日程、時程の変更
・強化、育成行事のリモート対応化
・「新型コロナウイルス感染拡大防止ガイドライン」による感染防止対策の徹底
・健康確認表の確実な運用
これらがつつが無く実行できたことは、参加者、関係者の皆さんのご協力があってのことと心から感謝を申し上
げます。
また、当本部が目標としている全国大会の入賞については、国体、全中という全国大会が軒並み中止になる中で、
ジュニアオリンピック（アルペン）K1男子で優勝者を出すことが出来ました。これは、選手はもちろん、その過
程において保護者、コーチ、関係者各位の多大なる協力があって成し得たことであり、深く敬意を表したいと思
います。
さて、次年度以降も同様な状況の継続が懸念される所ではありますが、先シーズンの経験を糧に、期待される大
会や行事の開催、全国を舞台に戦える選手の強化、育成に向けて全力を注いでまいりたいと考えます。

　2021年度を振り返って「競技本部」 競技本部長　韮澤 新太郎
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アルペンスキー選手

湯淺 直樹（ゆあさ なおき）

3 月 3 日（水）、北海道・阿寒
湖畔にて行われた第 99 回全日
本スキー選手権・アルペン競技
技術系種目において、東京都スキー連盟シーハイル
アカデミーたちかわ所属の湯淺直樹選手が貫禄の滑
りで見事優勝しました。
通常とは違うコロナ禍の中、どのようなメンタルで
どのように過ごしてきたか。
また、優勝するまでの湯淺選手の生の声を、みなさ
んにお届けしたいと思います。

①海外でトレーニングができない中、いつもと違う
トレーニング方法はありましたか？
A：私は例年通りで行くと 8月にニュージーランド
へ 1ヶ月ほど練習に行き、雪上での練習を開始しま
す。ですが今回はコロナの影響により渡航すること
ができず国内で陸上での調整をする時間が長くなっ
てしまいました。
そんな中、私がいつもと違う練習を取り入れたのは
ピスラボを利用して練習することが増えました。ピ
スラボは雪との感覚が完全に一致することはありま
せんが、ポディション作りにはいいトレーニングで
あると感じました。

②シーズン中にどのような大会に出場したか教えて
ください。
A：昨シーズンはヨーロッパカップを中心に転戦し
ました。ヨーロッパカップはワールドカップに参戦

している選手も参加するなど非常にレベルの高い
レースです。残念ながらコロナの影響でレーススケ
ジュールが二転三転するなどし、全レースを消化す
ることができませんでした。
また、日本に戻ってきてからは全日本選手権に参戦
し、その後はロシアで行われた極東選手権に出場し
ました。

③自粛期間中にもできるトレーニングは？
A：既に 2シーズンにわたりコロナの影響を受けて
きましたが、思うように練習環境が整わない中スペー
スやトレーニング器具がなくても気軽に行えるト
レーニングを自分なりに開発して実践してきました。
私は滑走する際に股関節を積極的に使うのですが、
それがうまく稼働す
るようにするトレー
ニングは椅子に座り
ながらできるものも
多数あります。状況
が悪い時こそこれま
で以上に試行錯誤し、
新たなものを考案す
るチャンスだと捉え、
前向きに取り組んで
います。

④今年の海外の街、スキー場の様子を教えてくださ
い。
A：重ね重ねになりますが、コロナの影響を色濃く
受けたシーズンであったと思います。ヨーロッパ各
国の政府の要請等によりスキー場自体を閉鎖すると
ころが相次ぎました。
そんな中レーサーを受け入れているスキー場は各国
から選手が集中し、条件の良いコースはなかなか取
れず我々を悩ませました。移動制限もありいつもな
ら通り過ぎるだけの国境も厳重に警備がなされ、証
明書がないと通過できないところもありました。
また、街中においては日本よりも規制が厳しいとこ
ろがほとんどで、非常に寂しい感じでした。

⑤海外のスキーヤーの様子を教えてください。
A：海外のレーサーは非常にモチベーションの高い
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選手が多い印象を受けます。その日その日の目標が
明確で、まず基本動作を大変重要視しているように
見受けられます。

⑥いつもと違うシーズンを迎えて、どのような気持
ちでしたか？
A：やはり活動が制限される中で、モチベーション
をどう保つかが重要になると思っていたので、暗い
気持ちにならないよう努めました。スキーが好きだ
という自分に元々ある気持ちが大切だなと改めて感
じました。

⑦全日本選手権の大会前は自信がありましたか？
A：自信はありました。ワールドカップ表彰台を経
験している私にとっては国内のレースでは負けるわ
けにはいかないと思っています。その時の状況はど
うあれいつも強い気持ちで大会に臨んでいます。い
い意味でも悪い意味でも大会では何が起こるかわか
りませんからね・・・。

⑧一本目を終えて、二本目に向けて考えていたこと
はなんですか？
A：2 本目の雪質を考えていました。阿寒のコースは
木で囲まれているため、日が当たるところと影になっ
ているところでは時間が経つにつれ大きく変化しま
す。
また、1本目より 2 本目の方が確実に荒れたコース

になるので踵寄りの重心にシフトし、エッジングの
長さも 1本目同様ではタイムが出ないな・・・など
と作戦を練っていました。

⑨全日本選手権での勝因は？
A：最後は結局自分を信じ抜く力だと思いました。

⑩人工関節にしたと伺いましたが、滑りやトレーニ
ングに支障はありませんか？
A：メスを入れ、人工物を挿入する時点で体には大
きな負担がかかります。その時点で支障が出ないは
ずはないのですが、自分としてはその支障も全て想
定した上で手術を行なったので、特段厳しいものだ
と感じませんでした。
それよりも「人工関節でどこまでいけるのか」とい
う新たな挑戦が自分の中に生まれたことによるワク
ワク感の方が大きかっ
たです。「出来ない」「前
例がない」「不可能に
近い」と聞くだけで乗
り越えてみたくなって
しまう性格は一長一短
ではありますが、こと
アスリートであり、ま
た怪我の多い我が人生
においてはプラスだっ
たのかなと思います。



SAT ─10

2021 年 3 月 5 日から 8日にかけて第 58 回全日本スキー技術選手権大会、第 38 回デモンストレーター選考
会が開催され、東京都より荒井佑沙選手がナショナルデモンストレーターに認定されました。

ナショナルデモンストレーター

荒井 佑沙

1988 年 9 月 15 日生まれ
東京都杉並区出身

小学校低学年からアルペンスキーを始め、大学卒業まで競技に
打ち込む。
2012 年技術選手権大会デビュー
2021 年第 58 回全日本技術選手権大会　女子 5位入賞　
2021 年�第 38 回デモンストレーター選考会　�

ナショナルデモンストレーター初認定

コメント
日本全国、そして東京都のスキーヤーの皆様にスキーの魅力を発信し、幅広い世代のスキーヤーとスキー
を楽しみたいです！！
これまでにない、新しい取り組みや関わり合いを大切にしていけるように励んでまいります！
これからどうぞ、宜しくお願いいたします。

選手紹介選手紹介
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2020 年度は新型コロナウィルス感染の為、野沢大会が中止となり今年度は北海道の国設阿寒湖畔スキー場
において行われました。選手団はK2（中学校 1年生から高校 1年早生まれ）・K1（小学生 5年生・6年生）
東京都選手 25 名は 3月 24 日羽田を出発。現地到着後コンディショントレーニング、25 日コースオープン 26
日からの大会に備えました。
3月 26 日（金）K2�GS�男子・女子　男子鈴木麻生選手が 12 位
の好成績を残しました。
他の選手においても、スタート順よりも成績を上げてゴールを
しました。
3月 27 日（土）K1�GS 男子・女子　男子�小熊健祐選手が 1位、
高木翔太 9位、女子�大谷明莉 12 位でした。
3月 28 日（日）K2�SL�男子・女子　東京都の選手は各々の成
績を上げることが出来ました。
3月 29 日（月）K1・K2�PGS（パラレル）男子・女子、今回初
めて取入れられた種目です。参加条件は各カテゴリー 16 位内の
選手が出場できます。K1 男子 2 名 K1 女子 1 名が出場をし、小
熊選手が好成績を残しました。
東京の選手も雪あり県に負けず優秀な成績を収めることが出来
たのはコーチ陣の成果だと思います。また、長い日数でしたが子
供達には良い経験を積んだ大会と思います。

2021年　ジュニアオリンピック大会 2021年　ジュニアオリンピック大会 
行事レポート行事レポート
2021年3月26日〜 29日　北海道国設阿寒湖畔スキー場



Summer
2021

シクミネット『SAJ マイページ』の
画面提示で有資格者割引あり！
詳しくはWEBサイトへ！

2021年 7月 22日 （木） ～ 9月 5日 （日） 土日祝日営業

『栗山未来キャンプ』
詳しくはデジエントリーで検索！

毎営業日開催予定！



お問い合わせ ： ブランシュたかやまスキーリゾート
〒386-0601長野県小県郡長和町大門３６５２
TEL0286-69-2232  https://blanche-ski.com/

レッスン等のご利用の場合、１日リフト券購入の一般のお客様５名につき指導員１名のリフト券をサポートします。

スキー場から車で約10分の直営姫木平自然の家のご予約を賜ります。
大人3,700円～（1泊2食税サ込み） 詳しくは〔姫木平自然の家0268-69-2417〕までお問合せ下さい。

①晴天率80％以上
このエリア特有の気候がもたらす高晴天率がサイコーのおもてなし！

②安定かつ最高の雪質
山頂標高が1807ｍのブランシュは気温が低いからこそ安定したスノー
マシンの雪でオープン初日から引き締まったバーンが楽しめます！

③毎日朝晩の圧雪でコンディションは最高
どんな天候でも丁寧な朝晩の圧雪でコースコンディションばっちり！

④6本のリフトと9つのコース
上下で全く違う顔を持つブランシュは、上級者はトップゲレンデで、
初心者はベースゲレンデから、レベルにより滑り方を選べるバリエーショ
ン豊かなコースが魅力！

⑤圧倒的な品数と味自慢のレストラン
和・洋・中＆caféの6店舗が、毎日食べても飽きない味とボリュームで
皆さんを全力サポート！

検索スキーヤーオンリー

ブブラランンシシュュたたかかややまま
ススキキーーリリゾゾーートト
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今年も様々なスキー関連事業がコロナ禍により中止、延期、開催内容の変更等がありました。東京都技術選
手権大会も苗場スキー場での開催が難しくなり実施が危ぶまれました。そんな苦しい状況の中、菅平高原スキー
場が急な会場変更に対応してくださり、そして選手役員大会に関わる全ての方々の感染予防対策への協力によ
り無事に開催、終了することができました。

1日4種目のみではありましたが、出場選手からは開催できたことへの感謝の言葉が多く寄せられました。得
られた貴重なチャンスを、スキーができる喜びを改めて心に刻んでの皆さんのパフォーマンスを取材させてい
ただき、コロナウィルス感染の終息を願い、来年は完全な形で開催できること、そして選手のみなさんの全力
のパフォーマンスを大勢の方々が応援できることを願うばかりです。

今年もいろいろな選手と出会うことができました。今回ご紹介するのは、子供たちが競技大会に出場し頑張っ
ている姿に刺激を受け、自身も16年ぶりに技術選に再挑戦したママさん選手。台湾からスキーを学びに来日し
ている選手のお二人です。

第42回東京都スキー技術選手権大会　兼　 第42回東京都スキー技術選手権大会　兼　 
第58回全日本スキー技術選手権大会出場者選考会第58回全日本スキー技術選手権大会出場者選考会
2021年1月24日　菅平高原スノーリゾート

滑走前集合、点呼もキープディスタンスで感染予防

スタート直前　全集中！
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LI CHIA FANGさん
台湾から来日し、北海道を中心にスキーを学び3年で1級

に合格。技術選手権の出場資格を得て今年が初の挑戦でし
た。来日の目的は、スキーの指導資格を取得し、台湾の人々
にスキーを普及させることとのこと。

スキー場のない台湾にスキーを広める、素晴らしい目的
だと思います。来年以降の大会ではさらに台湾からの選手
の出場が増えることでしょう。どのようなパフォーマンス
を見せてくれるのか楽しみです。今年は初出場ということ
で、楽しむというよりはドキドキの緊張の連続だったそう
です。言葉の問題もありなかなか日本の選手との交流はま
だ難しかったようです。今後大会で競うチャンスがあった
時には、ぜひ皆さんの方からも声をかけて積極的に交流を
してみてはどうでしょうか。言葉が通じなくても同じスキー
を愛する仲間として笑顔と応援するジェスチャーだけでも
気持ちが通じるはずです。

これからたくさんの国の方にスキー技術を競う大会へ参加してもらいたいと期待がふくらみます。

堀 あかねさん
コロナ禍の中、感染防止対策をし、大会を開催して下さっ

た東京都スキー連盟に感謝申し上げます。
私は中学1年と小学3年の男の子2人を持つ母です。これ

まで家族の病気との闘いがあり、2度の手術と1年間の入院
生活で、数年間スキーから遠ざかっていました。家族みん
なで辛い時期を乗り越え、今では安定して過ごせています。

近年、子供達はアルペンスキーをやり始め、競技大会に
も挑戦しています。その一生懸命に練習する姿や大会での
緊張している姿に刺激を受け、私も子供達の気持ちに寄り
添えるようにと考え、16年ぶりに技術選に再挑戦しました。
いざスタートに立つと、足や体が思うように動かず、練習
の時の滑りが出来ずに、やっとゴールまで滑り切った状態
でした。何度も大会に挑んでいる子供達を尊敬してしまい
ました。

大会後は、仕事、家事、子育てに追われ、疲れていた心が大変リフレッシュ出来ているのを感じ
ました。大会に出場させてくれた家族、クラブの方々、子供達のコーチ、保護者の仲間達、すべて
に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。また機会があれば、挑戦したいと思って
おります。

堀あかね選手

LI CHIA FANG選手
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今年の優勝者は男子が風間健太さん（5連覇）。女子が野々山颯絵さんでした。
今回は初優勝の野々山選手にインタビューをしました。

右から　男子1位　風間　健太選手
2位　頼光一太郎選手
3位　齊藤　泰英選手

右から　女子1位　野々山颯花選手
2位　荒井　佑沙選手
3位　根本　風花選手

優優勝勝者者イインンタタビビュューー

1．強豪選手をやぶっての初優勝、今年のパフォーマンスで特に意識した点はどんなところでしょうか。　 
高得点につながった点はどんなところでしょうか。
A．今大会、まず挑戦者らしく攻めの姿勢で挑みました。雪面状況が難しく滑りとしては反省点も多いのですが、
なんとかミスなく最終種目まで来ます。その時点でトップの荒井選手に2点差で負けていたので最終種目の総合
滑降はより攻めないとダメだと思いました。迎えた最終種目では地形を使いスピード感を出していくように意識
して滑りました。それを結果として評価していただけたことが嬉しいです。

2．多くのスキーヤーが次の大会を目指して練習をしています。何かアドバイスをお願いできますか？（技術面、
精神面）
A．私は基本練習や各種目のトレーニングの他に、時々ゲートや悪雪、パウダー、地形を使って、整地よりもバ
ランスを取るのが難しいところを滑るようにしています。それによりリカバリー能力や、滑りの安定感が増すと
考えています。なにより楽しいです（笑）
精神面では、私は大会で過度に緊張してしまう時があります。以前あるコーチから「大会で8割の力が出せたら
上出来だ」と言うお話を聞きました。いい意味で諦めて、ミスや結果に対する意識から離れると、目の前の滑り
に集中できました。

3．全日本技術選も終了しました。東京都技術選、そして全日本技術選が終わっての感想をお願いします。
A．全日本では悔しい結果となってしまいました。大会前に転倒で膝を痛めてしまったのですが、これもポジショ
ンの悪さや、体づくりが不十分だったからだと思います。また来年に向けて修正していきたいです。

4．来年に向けての目標等お願いします。
A．来年は東京都技術選の優勝とともに、全日本でも入賞することを目標にしていきます。応援よろしくお願い
します。

野々山 颯絵 選手
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1月10日（日）第9回猪谷杯大回転競技会（兼）　第76回国民体育大会冬季スキー競技会東京都大会が菅平高
原パインピークオオマツゲレンデチャンピオンコースで行われました。

新型コロナウィルスの感染拡大を配慮して2日間の競技を1日に集約、開会式、表彰式も開催されない大会と
なりました。

前日には、約120名の選手が国体予選会に向けて公開練習を行い、20時からは菅平高原リゾートセンターにて
TCMがおこなわれスケジュールを確認しました。

当日は快晴に恵まれ大会はスタートしました。思うように練習ができない状況下、各選手は大会に臨み健闘
しました。その中でも若い世代の好成績が目立ち大会を盛り上げてくれました。

ある選手からは、開催されないと思っていた大会が行なわれたことについて感謝の思いを伝えられました。
また、大会運営にあたり菅平観光協会、菅平スキー学校、㈱ハーレースキーリゾートの皆様に感謝申し上げ

ます。
来年は、安心安全な日常が戻っていることを願い、多くの方の参加をお待ちしております。

コースプロフィール
オオマツゲレンデチャンピオンコース
スタート：1,641ⅿ
フィニッシュ：1,341ⅿ
標高差：300m
セット数：33～ 45ターン

第9回猪谷杯大回転競技会（兼）　 第9回猪谷杯大回転競技会（兼）　 
第76回国民体育大会冬季スキー競技会東京都大会第76回国民体育大会冬季スキー競技会東京都大会
2021年1月10日　菅平高原スノーリゾート
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2020年度の準指導員検定会はコロナウイルスの影響を受けて中止になりましたが、前年度から持ち越され事
業として1月10日から11日の2日間で菅平高原スキーリゾートにて行われました。コロナ禍で実施するにあたり
感染予防の対策を充分に行い、見学者やサポーターに対するメッセージの配慮にも気配りを欠かせない様子が
伺えた。

10日の開会に先立ち9日15時30分から始まった受付には受検者の列ができた。
エントリー数226名のなかで60名程が3月に実施される「2021年度の準指導員検

定会」に移行希望があり169名の受検者数だったそうです。実施された2日間を通
じて天候は晴でしたが気温はマイナス、非常に寒く感じましたが降雪は夜にあり、
雪質は程よい締り具合ではなかったのでしょうか。

例年行われていました開会式もなく受検者は直接に指定された種目会場に集合
し受検しましたが、流れがスムーズで、初日の6種目は15時30分に、二日目の2種
目は11時に終了、混乱もなく主催者（都連、教育本部）の実施にあたっての努力
が伺えた。

合格発表は例年、リゾートセンター体育館で行われていたが、コロナ禍のため
リゾートセンター駐車場でソーシャルディスタンスをとりながら合否の結果が記さ
れた封筒がゼッケン番号を確認しながら個々に渡されました。閉会式や講評もなく、隣のトレーニングセンター
駐車場でソーシャルディスタンスをとった合格者49名に対し岡部会長から祝辞があり、その場で解散となりま
した。

コロナ禍で実施された準指導員検定会は無観客で行われ、例年の流れとは違った様子でしたがスムーズな流
れのうちに終了できたのではないか。また、受験された方々からは「コロナ禍で再度中止になるのではないか
不安でした」とか「実施していただいて感謝です」との声も多く聴かれました。

コロナ禍でも楽しくそして、真剣に受検できたのではないのでしょうか。

2021年度の準指導員検定会は3月13日と14日の両日に菅平スキーリゾートで実施されました。コロナ禍の影響
で開会式や閉会式も行われず、講評もありませんでしたが3月19日付けで都連ホームページにより発表されまし
た。その講評を改めて掲載いたします。

2020年度 延期事業 2020年度 延期事業 
スキー指導者準指導員検定会スキー指導者準指導員検定会
2021年1月10日〜 11日　菅平高原スノーリゾート



SAT ─19

2021年3月19日

教育本部長 戸井田 寛

 2021年度公認スキー準指導員検定会　講評 

 荒川主任検定員 

コロナ禍の中で、今年2度目の準指導員検定会が行われ、無事に終了しました。受検者の皆様、感染防止
対策にご協力頂きまして、ありがとうございました。合格率は、実受検者当り35.3％となりました。理論試験
は、今回も非常に優秀な成績でしたが、実技試験は、湿った雪でスキーが滑らす苦戦されていました。ポジショ
ンが悪い方は、スキーに力が伝わらずスキーが思うように動かなかったと思います。指導者になれば、悪い
天候でも講習をすることがあります。雪質に左右されない、確かなポジションを覚える必要があると感じま
した。また、前回1月に比べると、種目の理解度は上がっていました。課題をみつけ、自ら改善する方法を探
ることで、種目や運動の理解が深まったのだと思います。まだまだ滑れますので、残りのスキーシーズンも
充実させてください。

お疲れさまでした。

 井上班長 

＜パラレルターン（大回り）＞
降りたての湿雪ではあったが、ある程度表面の湿雪は踏み固め、滑りづらさはあったものの条件は皆一緒

の状況で検定は行えたと思います。その中で、荷重、角付け、回旋のターンに必要な要素を出せている人が
少なかった。

また、1月の検定会での多く見られた伸ばし回しの要素を使っての切換えを行ってくる人が多く、荷重要素
が無く、自分から回転を作っていく人が少なかった。

プルークボーゲンでは、回旋要素と角付けが出来ているため、回転に入るには荷重要素を加えることで回
転が始まります。一方パラレルターンになると回旋と荷重そして角付けの切替えが必要になり、体のクロス
オーバーを行い、回旋と荷重を行うことで回転力が導かれます。今回の検定会では、その部分に練習不足を
感じました。

＜横滑りの展開＞
抵抗を受止められる軸が出来ている方は腰・肩の向きを合わせて落下していき、その捻りを利用してフォー

ルラインに絡めた小回りへ入っていました。進行方向から抵抗が来るわけで、その抵抗をどう受け止めて、
どう逃がすかが回転に変えていくために大切ではないかと思います。横滑りには、落ちていく方向への前後
運動が必要になってくると思います。ターンと横滑りの身体の使い分けの理解が必要かと思います。

 鈴木班長 

＜プルークボーゲン＞
湿った滑らない雪質の中で各自の構成力が問われる状況であった。推進力を得られるポジション、後半の

抜け出し方向を意識した受検者は良い結果に結びついていると考える。一方、スキーを止めるようなポジショ
ンや動きをしている方は状況把握や求められる技術への理解が足りていない。パラレルターンにつながる適
切なポジションと推進力を意識するために、特にターン後半において重心がターン内側に入りすぎることの
ないようにして欲しい。
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＜パラレルターン（小回り）不整地＞
非常に滑りやすいコンディションとコブのテンポであったため、多くの受検者が溝にあったスキーの方向

とそれに対する適切なポジションを取れていた。一方、スキーに対してポジションが遅れて、スキーを止め
てしまうまたはフォールラインに対して真横にしてしまうような動きが出た方は斜面下方向への重心の移動
がなく、求められる滑りになっていなかった。また、上体の向きがスキーと共に回ってしまっている方は、
溝の中でエッジを外すことができず、コントロールを失う場面が見られた。コブの中においては、スキーと
身体の適切な逆ひねりとそれを導き出せるポジションを意識して欲しい。

 斉木班長 

＜基礎パラレルターン・小回り＞
湿った新しい雪が表面に乗っていて滑り難い状況でしたが、その中でもフォールライン手前から両スキー

に荷重をかけている方が多く見られて良かったかと思います。逆にターンポジションが崩れて、エッジング
が遅れスピードオーバーになる方や丸い回転弧の意識が身体の回り過ぎで中回りになった方も見られました。
あくまでもターン前半の圧を捉えることによりターンスペース、丸い回転弧を描くことが出来るようになる
と思います。

＜滑走プルークから基礎パラレルターンへの展開＞
午後からの種目、若干のザブザブ雪でしたが、しっかりとしたターンポジションをキープされてた方は、

形にとらわれず自然にパラレルスタンスへと展開されていました。まずは、外スキーの外力が上がることで、
重心が内側に入っていくようになり、内足の動きに変化が出てくるように導きたい。滑走プルークから重心
が内足から、更に内足に入っていくブーツに対して真上から踏めるポジションへ変化させて欲しいと思いま
す。

 喜多班長 

＜シュテムターン＞
シュテムターンは、次のターンでスムーズにエッジングできるところに外スキーを開き出し、良いポジショ

ンを作る事、そしてその足場にしっかりと乗り込むこと、さらにそこでできた足場を土台にして次のターン
の準備をする必要があります。今回の検定では、開き出すときに良いポジションに移動できても、舵取りの
場面で必要以上に前後に動いてしまう方が多く見られました。形を作る以上に、雪面や外力とのやりとりが
肝心になりますから、どんな滑りをするときにもスキーが効率よく働くポジショニングや力のやりとりを意
識してください。

 松沢班長 

＜総合滑降・リズム変化＞
準指導員は指導資格となりますので、資格を所持して、指導者対生徒の関係になると指導者としての責任

が生じてきます。ケガを負わせた場合等その程度によっては過失責任を問われることもあります。指導者対
生徒でゲレンデに出たときには、ゲレンデ状況全てに気を配る必要があります、滑走するスピードやゲレン
デのスペースなども適切に判断していかなければなりません。そのキャパシティの大きさを問う種目である
と言えるでしょう。キャパシティが大きいほど判断に余裕が生まれ適切な行動につながると思われます。検
定に限らず、指導に関係していく全てのスキーヤーに必要な内容であり、指導活動引退するまで、能力を高
め続ける必要があると言えるでしょう。
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2年ぶりに、クラブ対抗競技会が戻ってきた。新型コロナウイルス感染症禍
中、選手及び関係者の努力と意気込みで、開催できたことは喜ばしい。加えて、
今大会は、菅平に会場が移って30年の記念の年と重なり、2重の喜びだ。例年、
都民大会と2日間のセット大会であるが、クラブ対抗のみの開催となる。

3月6日朝7時30分からファミリーゲレンデ下で当日の受付が始まる。ビブと
一緒に30周年記念品のネームプレートと、アサヒ飲料株式会社様からの提供
商品を手渡す。

今年は「なだ万日本茶」で、選手に好評である。新型コロナ禍で、恒例の
東京都スキー指導者協会の豚汁やココアが提供できなかっただけに嬉しい心
づかいに感謝です。

霧が立ち込める温かい中、定刻に回転競技が開始される。AとBにクラス分けし、2コース同時進行で競技は
進む。時間が経つにつれ霧が濃くなる。2 ～ 3旗門先も見づらくなり、へアピンなどの旗門では、タイミングや
バランスを崩す選手も出始める。2本のタイム合計で争う回転競技はDF（途中棄権）とならないように1本目を
慎重に確実に滑る選手が多い。

2本目のインスペクション時。濃霧のため大会続行は危険とジュリー判断で大会を中止した。（1本目の記録で
順位決定）2本目を滑れなくなった選手には気の毒だが、安全第一を優先させたジュリーの決断を評価したい。

なお、表彰式は、新型コロナ禍対策で行わず、入賞者には後日発送の扱いとする。
スタッフ解散時に、森副会長から「濃霧の中、お疲れ様。コロナ対策を万全に行い、

観光協会・スキー学校・スタッフ等みんなのご尽力で開催できたことは、来年以降に
つながる。とても有意義な大会となった。」との挨拶で締めくくる。

おかげさまで、今年のエントリー数は200名を数えた。来年は、新型コロナが収束され、
社会が落ち着くでしょう。新型コロナ禍前の大会以上に盛大な大会となるよう、より
多くのクラブと選手の参加に期待したい。

【菅平大会30周年について】
クラブ対抗は、第74回を数えた。その半分近くを菅平高原スキー場で開催している。これも偏に観光協会・

旅館組合・スキー学校等の地元の皆さまのお陰によるものです。都連80年史を紐解くと、大会初期は湯沢や草
津・石打などを転々としました。菅平高原に会場を移してからは、都連と地元との相互協力で回を重ねるごと
に大会が充実しています。選手も、交通手段・宿の手配など余計な負担が掛からない分、レースに集中できま
す。今年のような濃霧であれ、雪がなくても、どんな状況下でも、
大会バーンを最高のコンディションに整えてくれているから、選
手は果敢に競技に臨むことができる。地元の皆さまの見えない影
の地道なご努力に感謝申し上げたい。

第74回クラブ対抗競技会の報告第74回クラブ対抗競技会の報告
～菅平大会30周年記念～～菅平大会30周年記念～
2021年3月6日　菅平高原スノーリゾート
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フォルクルオープンマスターズスキーサーキットⅡは、オープンジュニア技術選ステージⅡと同時開催に変
更となり、菅平高原スノーリゾートシーハイルゲレンデで3月28日開催される。新型コロナ禍で、スキー業界も
大変苦しい中、MDVスポーツジャパン株式会社様の特別協賛を頂いた大会となりました。

大会前日には、希望選手への事前講習会が大会コースで行われた。とても暖かいこの日は、GW時のように
柔らかいバーン状態でしたが、選手は最終調整に余念がない。講師陣も丁寧なアドバスで、選手のレベルアッ
プの手助けをしました。

大会当日は、曇天で気温も下がり、程よい硬さの最適のバーン状態で選手の気持ちもたかぶる。
岡部会長は、「新型コロナウイルス感染症の影響で今年も開催が危ぶまれたが、スポーツは止めてはいけない

信念の下、選手・地元の皆さまと連携して無観客ではあるが開催できたことは良かった。」と挨拶し、地元を代
表して、竹村特別アドバイザーから「1点でも多く点数を取るように頑張ってほしい」旨の激励が寄せられました。

シニア211名・ジュニア34名が参加した大会は、ジュニア8組、女子7組、男子8組に分かれて、大回り・小回り・
総合滑降の3種目で順位を争う。ジャッジは、5審3採方式で現役デモ・元デモ等が
務める。競技は、2コースに分かれ、大回りと小回りの同時進行で始まり、総合滑
降はBib順です。

総合滑降では、荒井佑沙ナショナルデモが前
走の後、選手の滑りをライブ解説し、場を盛り
上げる。選手は、自分の考えるターン弧・リズム・

スピードで、気持ちよく積極的に滑り、審判団に自己アピールをしました。

同時に開催されたフォルクルの試乗会で、MDVスポーツジャパン株式会社・浅野さんは、「都連の皆さんの
一人でも多く、VÖLKLに乗ってほしい。ブーツやヘルメットも取り扱っているのでよろしく」とPR。私も何本
か試乗しましたが、どの板もとても操作しやすい楽しい板です。私のドイツの板＝固いのイメージは完全にな
くなりました。皆さんも一度試されることをお勧めします。

表彰は、ジュニアから女子組、男子組へと競技終了順に行われた。優
勝～ 3位までの選手とその関係者1名までに表彰会場への入場制限し、
賞状は後日発送で時間短縮し、新型コロナ対策を徹底しました。メダ
ル及びMDVスポーツジャパン様から提供されたヘルメット・Tシャツ・
キャップなどの副賞を、岡部会長・荒井佑沙Nデモ・齊藤泰英SAJデモ
から選手に手渡し、栄誉を称えました。

2021 フォルクル オープンマスターズ スキーサーキット Ⅱ2021 フォルクル オープンマスターズ スキーサーキット Ⅱ
オープンジュニア技術選ステージⅡオープンジュニア技術選ステージⅡ
2021年3月28日　菅平高原スノーリゾート



スキー場
運営

スキー
スクール

各種
イベント

タレット型

ハンディ型

非接触なのでより安心

検査対象の一時停止不要

電源を入れるだけの簡単操作

三脚使用で置き型にも

サーマルカメラ
AI搭載カメラで人の顔を的確に検査

歩行者を最大10人まで計測

規定温度以上検知でアラーム 発出

外部モニターで確認・録画可能

耐久性の高いタフボディ IP67
運用に合わせたアンテナ選択
ノイズキャンセリング機能
ボイスアナウンス機能
操作性を極めたキー配

クリアな音声のハイパワー無線機。
多彩のシーンでコミュニケーションを確実に。

登録局

≪ 新商品 ≫

デジタル簡易携帯型無線機

主な特長

NTTドコモ
4GLTE回線に対応

デジタル簡易携帯型無線機

使いやすさを追求した スリムなデザイン
耐久性に優れた構造
位置情報サービス
Wi-Fi対応
長寿命電池パック
シンプルなデザイン

５ワット

TLK100

主な特長

速く、信頼できるネットワーク網。
広域対応のWAVEワイヤレスサービス。

GDR4800

オンザウェイの
レンタルサービス

全国に広がる
ネットワーク

予備機の
無償サービス

届いたらすぐ
使用可能

本社(町田)・東京(有明)・埼玉・大阪
福岡の5センターにて保管・発送・返却・
検品業務を行っております。

万が一のトラブルの時も安心できる、と
ご好評をいただいています。
予備バッテリもお付けします。

ケースを開けたらすぐに使える状態で
お届けします。(バッテリ充電済み・
イヤホンマイク装着済み)

約15,000台の無線機を保有。
最短翌日AM着で手配し、無線機による
速やかな情報共有を実現させます。

豊富な在庫
1台から1,000台単位まで、
おまかせください。アクセサリ類も多数
ご用意しております。





★宿泊のお問い合わせは★

ホテルニューダボス
〒386-2204 長野県上田市菅平高原1223-3790
TEL 0268-74-2066  FAX  0268-74-2711
HP http://www.new-davos.com/

各種行事会場となる
裏太郎ゲレンデ内のホテルです!

スキー場まで徒歩0分!
東京都スキー連盟のお客様を
大歓迎いたします。

雪化粧されたホテルの外
観やお庭も幻想的で見ど
ころ抜群です!
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2021年3月5日（金）～8日（月） 
新潟県・苗場スキー場

順位 団体No. 選手名
女子
21 756 野々山 颯絵
5 300 荒井 佑沙

11 614 根本 風花
67 691 新谷 起世
99 735 井上 優
50 687 新井 祥子
55 709 小俣 優香
48 737 後藤 茜
75 699 小田切 悠
64 709 伊東 沙樹
77 709 三浦 由実
67 709 齋藤 夏実

109 737 松﨑 桃子
90 653 関口 晃子
補 524 立石 佳帆

男子
65 12 頼光 一太郎
92 688 齊藤 泰英
36 697 山田 惊喬
38 447 松本 聖
95 549 表 孝一

151 54 末松 明
98 450 塚越 裕太
78 723 中野 聡

130 689 大野 高峰
170 688 冨澤 健太郎
200 681 沖山 正裕
165 165 五明 秀晋
147 691 齋木 達彦
165 688 中村 侑喜
113 746 後藤 樹
200 443 浅川 忠幸
補 699 渥美 雄太

2021年3月18日（木）～21日（日）
富山県・たいらスキー場

順位 団体No. 選手名
女子モーグル

7 10 水沼 菜々美
18 10 佐藤 樹

男子モーグル
27 584 堅田 真人
41 584 宮本 二郎

女子デュアルモーグル
3 10 水沼 菜々美

16 10 佐藤 樹
男子デュアルモーグル
36 584 堅田 真人
39 584 宮本 二郎

2021年3月19日（金）～21日（日） 
北海道・ルスツリゾート

順位 団体No. 選手名
小学女子

3 524 小寺 煌
中学男子

9 518 鈴木 蒼大
18 524 山本 祥太郎
34 518 田口 裕一
20 524 山本 祥太郎

高校男子
16 10 鈴木 貴大
32 682 芹沢 雪輝也

2021年2月25日（木）～28日（日） 
新潟県・上越国際スキー場

順位 団体No. 選手名
フリースタイル女子

6 529 河合 美保 
22 529 知野 聖世
23 759 永野 理奈

フリースタイル男子
24 759 大石 広行
39 759 荒井 翔太
56 759 藤原 秀隆

アルペン男子
2 674 白川 尊則

11 674 白川 裕則 

第58回全日本スキー技術選手権大会
出場者・成績

第41回全日本スキー選手権大会
フリースタイルスキー競技

第5回全日本ジュニアスキー
技術選手権大会

2021年2月7日（日） 
群馬県・かたしな高原スキー場

団体No. 選手名
小学低学年男子

1 643 浅枝 樂
2 532 平田 慎吉
3 755 向殿 煌

小学低学年女子
1 小池 未藍
2 内田 心絆
3 岡 七海

小学高学年男子
1 667 田代 雅紋
2 497 紅林 涼雅
3 643 宮澤 蓮

小学高学年女子
1 星 柚希
2 524 小寺 煌
3 柳瀬 琴遥

中学男子
1 692 小山 莉央
2 518 鈴木 蒼大
3 518 村川 航一

中学女子
1 渋谷 咲綺
2 大村 瑞佳

高校男子
1 10 鈴木 貴大
2 682 芹沢 雪輝也

2021年3月28日（日） 
長野県・菅平スノーリゾート

順位 団体No. 選手名
小学校低学年男子

1 755 向殿 煌
2 河口 真
3 工藤 結

小学校低学年女子
1 岡 七海

小学校高学年男子
1 植野 冬偉
2 643 宮澤 蓮
3 タンポス 悠人

小学校高学年女子
1 723 中井 瑞希
2 691 久保 夏海
3 柳瀬 琴遥

中学男子
1 若井 裕之輔
2 柳瀬 滉太
3 682 岡村 裕吾

中学女子
1 518 森田 彩水
2 河口 千春
3 小西 来夢

高校男子
1 682 芹沢 雪輝也
2 柴谷 速也人

中学女子
1 518 稲垣 海咲
2 渋谷 咲綺
3 飯田 知葉

2021年2月7日（日） 
群馬県・かたしな高原スキー場
クラス 順位 団体No. 氏名
男子

1
1 20 村山 真三
2 79 谷中 忠男
3 178 渡部 貞次

2
1 20 鈴木 文男
2 400 大内 徹
3 556 西池 今朝雄

3
1 223 稲 準義
2 655 櫛田 実
3 615 名塚 幸雄

4
1 656 金光 淳一
2 618 森田 憲史
3 14 村上 和夫

5
1 442 林 昭三
2 中島 康裕
3 岡庭 悟

6
1 232 徳竹 直美
2 566 山本 均
3 得能 裕介

7
1 687 上杉 護
2 682 山口 大介
3 互 敦司

8
1 605 岡 祐介
2 74 尾上 卓也

女子

2
1 12 宮崎 聡子
2 79 谷中 久美代
3 門 能武代

3
1 223 花岡 徳子

4
1 22 中嶋 篤子

5
1 709 齋藤 千穂
2 223 菅野 明子
3 223 小林 泰子

6
1 656 金光 朗子
2 687 稗田 潤
3 原田 雅子

7
1 682 遠藤 千香子
2 361 刀禰 浩子
3 岡庭 光代

8
1 39 渡辺 叔佳
2 682 山口 真理子
3

オープンジュニア
技術選ステージⅠ

オープンジュニア
技術選ステージⅡ

オープンマスターズ
スキーサーキットⅠ

第18回全日本スノーボード技術
選手権大会出場者・成績

◆団体成績（種目別：アルペン）
2021年3月6日（土）
菅平高原スキー場
順位 団体No. 団体名 得点総計

1 639 ディップス　
スキークラブ 20

2 400 特別区職員文化
体育会スキー部 17

3 158 練馬区スキー協会 17
4 134 若葉スキークラブ 14

5 308 MAXIMUM
スキークラブ 8

6 80 武蔵野市スキー
連盟 8

7 12 八王子スキー連盟 7
8 335 GODレーシング 7

9 9 東京スポーツマン
クラブ 7

10 38 エコー・
コムラード 7

第74回東京都スキー連盟　
クラブ対抗競技会
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2021年3月28日（日） 
長野県・菅平スノーリゾート
クラス 順位 団体No. 氏名
男子

1
1 400 髙橋 幸男
2 20 村山 真三
3 79 谷中 忠男

2
1 20 鈴木 文男
2 64 田嶋 敬司
3 29 野瀬 重治

3
1 687 川上 光一
2 615 名塚 幸雄
3 655 櫛田 実

4
1 656 金光 淳一
2 618 森田 憲史
3 412 林 晋

5
1 本田 廣尚
2 宮崎 尚
3 中島 康裕

6
1 佐野 勝
2 566 山本 均
3 232 徳竹 直美

7
1 626 宮園 耕二
2 室賀 秀一
3 626 伊藤 毅之

8
1 681 工藤 成
2 681 西澤 雅彦
3 74 尾上 卓也

女子

2
1 12 宮崎 聡子
2 79 谷中 久美代

3
1 223 花岡 徳子
2 183 畠山 牧子

4
1 川端 千惠子
2 22 中嶋 篤子
3 361 瀧沢 とみ子

5
1 709 齋藤 千穂
2 223 菅野 明子
3 223 小林 泰子

6
1 656 金光 朗子
2 687 稗田 潤
3 原田 雅子

7
1 566 清水 章子
2 670 野地 加寿子
3 79 林 信子

8
1 6 神原 百合
2 39 渡辺 叔佳
3 682 山口 真理子

フォルクルオープンマスターズ
スキーサーキットⅡ

◆アルペン競技
2021年3月26日（金）～29日（月） 
北海道 国設阿寒湖畔スキー場

順位 団体No. 選手名
GS　K2男子
12 518 鈴木 麻生
26 518 松本 周大
31 518 濱野 弘大
40 518 大谷 聖司
51 518 村田 悠祐
52 518 稲葉 隆司
53 518 稲葉 陽生
58 518 榎本 龍人
60 518 西原 孝俊
62 518 鷹橋 凛太郎
64 518 野﨑 煌月
71 518 山内 大一
73 10 皆川 真潤

DNF2 518 小林 駿汰
GS　K2女子
49 643 菊地 優菜
55 518 三田 真璃亜

DNF1 518 清田 華
SL　K2男子
42 518 濱野 弘大
47 518 大谷 聖司
51 518 鷹橋 凛太郎
52 518 松本 周大
53 518 西原 孝俊
54 10 皆川 真潤
61 518 榎本 龍人
67 518 稲葉 隆司
70 518 山内 大一
77 518 野﨑 煌月
78 518 小林 駿汰

DSQ1 518 稲葉 陽生
DNS2 518 鈴木 麻生
DNF2 518 村田 悠祐
SL　K2女子
42 643 菊地 優菜
60 518 清田 華
64 518 三田 真璃亜

GS　K1男子
1 424 小熊 健右
9 497 髙木 翔太

32 643 大塚 陽向
38 497 紅林 涼雅
60 524 加藤 博久

GS　K1女子
13 524 大谷 明莉

DNF1 524 森 理葉
DNF2 497 黒木 美有
PGS　K1男子

3 424 小熊 健祐
出場 497 髙木 翔太

◆クロスカントリー競技
2021年3月13日（土）～14日（日） 
北海道 名寄健康の森CCコース

順位 団体No. 選手名
男子10㎞クラシカル
238 10 岸野 博希
239 10 渡邉 友樹
241 10 大串 駿太
243 10 作田 然
245 10 田中 琳
246 10 黒須 雄士朗
247 10 小川 大智
248 10 山澤 琉生
249 10 佐川 暖真
DNF 10 佐藤 正大
男子10㎞フリー
236 10 大串 駿太
239 10 岸野 博希
240 10 作田 然
242 10 佐川 暖真
244 10 佐藤 正大
245 10 小川 大智
246 10 黒須 雄士朗
248 10 山澤 琉生
DNF 10 渡邉 友樹
DNS 10 田中 琳
女子5㎞クラシカル
157 10 江原 真奈
女子5㎞フリー
154 10 江原 真奈

◆フリースタイルモーグル
2021年3月14日（日）
北海道・ばんけいスキー場

順位 団体No. 選手名
男子 中学生の部

8 571 今泉 瑠善
女子 中学生の部

4 571 中山 夢菜
女子 高校生の部

2 10 水沼 菜々美
9 10 佐藤 樹

◆スノーボードハーフパイプ
2021年4月12日（月）
北海道・ばんけいスキー場

順位 団体No. 選手名
男子 中学生・高校生の部

3 711 重野 秀一郎
16 494 濱口 誕人

女子 中学生・高校生の部
1 711 小野 光希

男子 小学高学年の部
11 494 青田 晃

JOCジュニアオリンピックカップ2021
全日本ジュニアスキー選手権大会

第38回デモンストレーター
選考会認定者

第10回スノーボードデモンストレーター
選考会認定者

（ナショナルデモンストレーター）
団体No. 女子

300 荒井 佑沙

（SAJデモンストレーター） 
団体No. 男子

688 齊藤 泰英
12 頼光 一太郎

団体No. 女子
699 小田切 悠
614 根本 風花

（ナショナルスノーボードデモンストレーター）
団体No. 男子

674 白川 尊則

（SAJスノーボードデモンストレーター）
団体No. 女子

529 河合 美保 

2021年度 SAJ公認
スノーボード指導員検定合格者

2021年度 SAJ公認クロスカントリー
スキー指導員検定会合格者

団体No. 氏名
505 望月 隆平

団体No. 氏名
22 井川 真澄

2021年度 SAJ公認クロスカントリー
スキー検定員検定会合格者

団体No. 氏名
22 戸田 雅明

2021年度 SAJ公認
スキーパトロール検定会合格者

団体No. 氏名
643 田中 翔大
687 松田 健志
723 川田 展規

2021 SAJ公認
セッター検定合格者

団体№ 氏名 備考
493 渕脇 滉太 B級
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2021年度 SAJ公認スキー指導員検定会合格者

2021年度　スキー準指導員検定会　合格者（2021/01/10-11）

2021年度　スキー準指導員検定会　合格者（2021/03/13-14）

2021年度　スキー A級検定員検定会　合格者 （2021/02/20-21）

団体No. 氏名
5 橋本 康広
6 神原 百合
6 高倉 慎弥
9 茂木 公一

12 村野 安孝
14 込山 純一
23 亀山 友邦
28 山際 秀一
39 上原 亮介
46 鈴木 聡司
61 滝澤 徹
79 山本 集
80 上田 真由

111 菅原 規子
148 星 知子
152 小山 博史

団体№ 氏名
5 根来 由佳

14 五十嵐 真理子
20 氏原 裕美
28 田口 勉
39 荒川 瑠菜
41 秋山 辰仁
43 吉田 和美
47 関口 千尋
49 小林 奈央
79 佐藤 文雄
79 政野 久男
80 中村 文映

131 岩﨑 伊明
144 山下 健吾
146 三輪 哲也
162 森 雅美
181 砂塚 定雄

団体№ 氏名
5 大阪 文洋
6 宮本 裕生
6 佐々木 栄一

12 羽染 守
12 行武 広巳
20 今牧 京子
20 谷口 陽奈子
20 鍛治 守
22 中俣 博
25 上田 正尚
26 太田 和敏
28 山本 美千子
41 奥山 光明
43 田山 良平
49 斎藤 森太郎
61 中村 秀光
74 糸永 真紀
79 光岡 健史
79 桃井 昌典

158 小長井 翔
199 山田 恵徳
210 関口 珠姫
220 松井 友樹

団体№ 氏名
6 中津 裕嗣

196 小笠原 知紀
232 徳竹 直美
407 竹中 越郎
443 伊藤 淳也

団体No. 氏名
158 坂口 治
183 廣谷 朝子
199 稲吉 勝範
234 伊藤 裕
234 八久保 幸夫
257 村田 勝司
375 矢部 真吾
414 勝西 光治
442 藤澤 史晴
443 山本 紳一郎
462 鮎川 豊
497 西沢 優佳里
515 古田 舞紀
515 明道 博則
546 伊藤 正明
546 南 成人

団体№ 氏名
202 黒岩 晴美
223 大野 玲子
374 髙栁 俊輔
389 天野 史稔
414 冨井 宏樹
437 清水 愛子
450 髙橋 元子
459 柳沢 孝太郎
505 小林 宏高
532 佐々木 繁
547 佐藤 悠太
547 菅井 貴夫
572 豊田 清
611 伊藤 正朗
618 近藤 香
626 杉尾 徹
646 中村 大介

団体№ 氏名
224 志賀 晋介
257 林 伴一
279 高柳 寛樹
361 土屋 直木
364 荻野 真澄
391 榎本 悠人
400 竪山 治美
407 新山 将司
412 大村 正徳
446 赤木 悠一郎
483 見塩 紹太
497 齋藤 きらり
524 市川 岳海
524 木村 達雄
532 小林 宏光
535 森光 真奈
536 大古 淳
546 西田 和代
546 渡辺 健
546 島 俊幸
578 長岡 和恵
578 南部 栄一郎
578 尾花 淳

団体№ 氏名
447 府内 暁美
450 白井 啓之
575 鈴木 圭一
575 佐々木 淳
612 坂口 敏幸

団体No. 氏名
550 大本 鋼太郎
566 野村 秀利
567 木野村 亮
575 石澤 聖美
575 大和 淑英
575 小林 秀隆
577 一條 壮樹
615 池中 一夫
650 西片 憲
682 関田 一磨
686 鈴木 典子
709 伊東 沙樹
716 大山 楽人
726 中村 亘
743 煙山 雅男
756 野々山 颯絵

団体№ 氏名
646 矢代 静吉
653 北澤 良太
682 大泉 智康
682 佐野 浩介
688 大島 佳蓮
688 久保 悠治
690 菊池 寛樹
691 眞島 清
691 安川 信成
703 大塚 伸吉
703 大溝 克巳
703 葛西 哲也
703 野中 健人
716 大山 笑吾
737 徳富 優
743 煙山 悦子
919 木上 博之

団体№ 氏名
601 高木 靖之
601 板橋 徹
607 才木 天斗
639 谷口 裕也
682 高井 瞳
682 浅川 湖都
686 竹内 淳
687 三輪 泰子
688 五月女 眞人
688 小山 哲
703 中村 真悟
713 出井 章雅
713 大谷 朋子
715 安住 文子
719 吉田 誠
719 成田 昇
735 三村 信
737 原澤 直樹
737 小川 隆史
737 米良 有玄
746 吉田 翔真

団体№ 氏名
613 浅井 泰詞
615 片倉 智秋
682 青木 孝介
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2021年度　スキー B級検定員検定会　合格者 （2021/03/13-14）

2021年度　スキー B級検定員検定会　合格者 （2021/01/10-11）

2021年度　スキー C級検定員検定会　合格者 （2021/03/20-21）

団体№ 氏名
5 橋本 康広
6 神原 百合
6 高倉 慎弥
9 茂木 公一

11 坂井 智香
12 石川 有子
12 村野 安孝
14 込山 純一
21 藤田 博暁
23 亀山 友邦
28 佐藤 公久
28 山際 秀一
35 前田 歩美
38 香川 正明
39 浅枝 敏行
46 鈴木 聡司
61 篠原 嘉充
61 滝澤 徹
74 辻林 舞衣子
79 山本 集
80 岩浪 弘子
80 上田 真由

148 星 知子

団体№ 氏名
14 根来 由佳
14 五十嵐 真理子
20 氏原 裕美
20 田口 勉
25 荒川 瑠菜
46 秋山 辰仁
49 吉田 和美
99 関口 千尋

165 小林 奈央
165 佐藤 文雄
199 政野 久男

団体№ 氏名
5 大阪 文洋
5 根来 由佳
6 佐々木 栄一
6 宮本 裕生

12 行武 広巳
12 羽染 守
14 五十嵐 真理子
20 氏原 裕美
20 谷口 陽奈子
20 今牧 京子
20 鍛治 守
22 中俣 博
26 太田 和敏
28 田口 勉
28 山本 美千子
35 徳富 優
39 荒川 瑠菜
41 秋山 辰仁
41 奥山 光明
43 吉田 和美
43 田山 良平
47 関口 千尋
49 大串 晴代
49 斎藤 森太郎
49 小林 奈央
61 中村 秀光
79 佐藤 文雄
79 政野 久男
79 光岡 健史
79 桃井 昌典
80 中村 文映

131 岩﨑 伊明
146 三輪 哲也
158 小長井 翔
162 森 雅美
181 砂塚 定雄
199 山田 恵徳
210 関口 珠姫
220 松井 友樹
223 大野 玲子
224 志賀 晋介
257 林 伴一
279 高柳 寛樹

団体№ 氏名
152 鈴木 啓文
152 小山 博史
158 坂口 治
165 五明 秀晋
165 馬場 健哉
183 廣谷 朝子
199 稲吉 勝範
215 小椋 勝
234 伊藤 裕
234 八久保 幸夫
257 村田 勝司
414 勝西 光治
417 下野 文士
417 下野 元士
442 藤澤 史晴
443 山本 紳一郎
462 鮎川 豊
497 西沢 優佳里
515 古田 舞紀
515 明道 博則
546 伊藤 正明
546 南 成人
550 大本 鋼太郎

団体№ 氏名
291 中村 文映
310 岩﨑 伊明
375 山下 健吾
503 三輪 哲也
515 森 雅美
532 砂塚 定雄
546 大野 玲子
546 髙栁 俊輔
605 天野 史稔
626 清水 愛子
626 髙橋 元子

団体№ 氏名
361 土屋 直木
364 荻野 真澄
374 髙栁 俊輔
391 榎本 悠人
400 竪山 治美
407 新山 将司
412 大村 正徳
437 清水 愛子
442 近藤 真奈美
446 赤木 悠一郎
450 髙橋 元子
459 柳沢 孝太郎
483 見塩 紹太
493 渕脇 滉太
497 齋藤 きらり
505 小林 宏高
524 木村 達雄
524 市川 岳海
532 佐々木 繁
532 小林 宏光
535 森光 真奈
536 大古 淳
546 西田 和代
546 渡辺 健
546 島 俊幸
572 豊田 清
578 南部 栄一郎
578 長岡 和恵
601 高木 靖之
601 板橋 徹
607 才木 天斗
626 杉尾 徹
639 谷口 裕也
646 矢代 静吉
646 中村 大介
653 北澤 良太
673 新保 隆
682 佐野 浩介
682 浅川 湖都
682 高井 瞳
686 竹内 淳
688 久保 悠治
688 大島 佳蓮

団体№ 氏名
566 野村 秀利
567 木野村 亮
575 佐藤 昭彦
575 石澤 聖美
575 大和 淑英
575 小林 秀隆
577 一條 壮樹
585 高橋 柊一
615 池中 一夫
650 西片 憲
673 和田 吉広
680 越智 裕
682 関田 一磨
686 鈴木 典子
726 中村 亘
735 杉江 和海
743 煙山 雅男
920 鈴木 芙祐子
920 高橋 愛
920 望月 千春
920 吉松 数騎

団体№ 氏名
626 柳沢 孝太郎
637 小林 宏高
642 佐々木 繁
681 菅井 貴夫
688 佐藤 悠太
688 豊田 清
689 伊藤 正朗
715 近藤 香
737 杉尾 徹
746 矢代 静吉
920 中村 大介

団体№ 氏名
688 小山 哲
688 五月女 眞人
691 安川 信成
703 大塚 伸吉
709 伊東 沙樹
713 大谷 朋子
713 出井 章雅
715 安住 文子
716 大山 笑吾
719 成田 昇
723 石川 晃三
735 三村 信
737 原澤 直樹
737 小川 隆史
737 米良 有玄
743 煙山 悦子
746 吉田 翔真
756 野々山 颯絵
926 浮田 倫太朗

2021年度　中止または延期と
なった大会、検定会（一部）

第76回国民体育大会冬季大会

この他にも多くの事業が中止または延期
となりました。





スキー場、スポーツ大会での採用実績多数！

ＳＴＪレンテック

◆デジタル無線機 ：
通信距離 ： ～
（環境条件により異なります）

〒 東京都港区海岸

00112200--998844--887755  

ＳＴＪレンテックは、無線機を通じて
ウインタースポーツを愛する人を応援します。

電話一本で気軽にレンタル

デモ機のお貸出は無料です 

受付時間 土日・祝日を除く
～

◆ＩＰ無線機 ：
通信距離 ： 全国対応
（ ネットワークエリア）





みなさんは「終活」と聞いて何をイメージしますか？

相続のこと、不動産のこと、介護のこと、お葬式のこと……　

もちろんこれらも終活ですが、その活動は多岐に渡り

実はとても身近でポジティブな活動なんです。

たとえば、たまってしまったスキー板や雑誌を処分したり、

もしもに備えてゲレンデで顔写真や滑走映像を撮影したり。

自分のスキー史を綴っておくのも終活のひとつといえます。

最近では、雪山をイメージしたお葬式や生前葬を

セルフプロデュースするケースも増えています。

また、ペットと暮らしているなら、性格や好物を記しておくことや

ペットと一緒に眠れるお墓を探しておくのも終活です。

「スキーヤーズプラス」は、スキーヤーの終活を応援する会員制度。

不安を解消し、これからも仲間とスノー天国を楽しむために。

さぁ、今日から終活をはじめませんか？

HP から
お申し込みいただけます。

お電話でのお申し込み・お問い合わせはこちら

お申し込みいただいた後、10日以内に
◉スキーヤーズプラス会員カード
◉終活の資料
◉先着100名様にネックチューブ
　を発送いたします。

スキーヤーズプラスとは

イカ帽にデモパン、ヘアバンドが懐かしい！
80年代、90年代のゲレンデをイメージした
スキーヤーモチーフです。上下をひっくり返せば、
ブルー×グリーン、ピンク×オレンジが楽しめる
２WAY。首に巻いたり、ヘルメットの
インナーにしたりと、マルチに活躍します。

※定数に達した時点で終了となりますのでご了承ください。

® 0800-805-8850

運営会社は？ 中野区を拠点に、麻布十番、青山、
下北沢、雑司ヶ谷、白山など、都内10箇所以上
にグループ店舗をもち、東京圏で葬祭業を展開す
る株式会社東都が運営。終活相談にはいち早く取
り組み、終活全般の問題を解決。専門家（司法書士、
税理士、弁護士など）の紹介も行っています。

どんなサービス？ 当社ではすでに「あんしん
プラス」という独自の終活会員制度を運営してい
ます。「スキーヤーズプラス」は「あんしんプラス」
の特典はそのまま、さらにスキーヤー向けのサー
ビスを加えた会員制度です（カード、入会時にお
届けする資料はスキーヤーズプラス用）。たとえ
ば、「スキーギアで埋まっている部屋を生前整理
で片付けたい」「スキー部の50年史を作りたい」
「ゲレンデでSNS用のプロフィール写真を撮影
したい。もしも何かあったら遺影に使いたい」「葬
儀では雪山をイメージした花祭壇にしたい」「返
礼品は八海山にしたい」など、終活に関すること
は可能な限りご要望にお応えいたします。
※サービスは、会員様の二親等以内のご親族様お
よびその配偶者様までご利用いただけます。
※詳しくはHPをご覧ください。
※東京（離島を除く）・一部近県在住の方が対象
となります。

スキーヤーのための終活サポートサービス

入 会 金 無 料 ／ 年 会 費 無 料

会員募集中
？

スキーヤーズプラスSKIERS＋

https://skiers-plus.com

スキーヤーズプラス運営会社 株式会社東都（とうと）
〒 165-0021 東京都中野区丸山 1-10-12　TEL.03-5318-0270　https://www.tohto-group.com

ご入会 
先着100名様に

オリジナルネックチューブ
プレゼント！

第二弾sat_1c_fin.indd   2第二弾sat_1c_fin.indd   2 2021/03/29   13:492021/03/29   13:49



SAT ─34

Happiness スキークラブNo.7 35
皆さんこんにちは。Happiness スキークラブです。
私たちは元SAJデモンストレーターの井上 優が立ち上げた
総勢44名クラブで、菅平スノーリゾートを中心に活動して
います。
スキーを楽しめる環境を作り、クラブ員同士でスキー技術を
高め合いながら発足から5年が経過しました。毎年スキー技
術選に挑戦するクラブ員もいて、井上優会長においては全日
本技術選手権大会に出場し続けています。最近では、マスター
ズ技術選に挑戦するクラブ員が増えていて、盛会に一役買っ
ています。

また毎シーズン、ジュニアスキーヤーとそのご家族を対象に
したキャンプを開催しています。受講された皆さんの上達は
目覚ましく、クラブの目的のひとつであるスキー指導方法研
究の成果が実感できるようになりました。
雪が融けたら菅平のゲレンデ清掃を行います。清掃後のビー
ルとバーベキューも含めて、オフシーズンの楽しみのひとつ
となっています。
更なるスキー愛好と振興を目指し、クラブ内外を問わず多く
のスキーヤーと一緒に、益々アクティブに活動していきたい
と考えています。https://happiness-ski.club/
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苗場ベーシック&レーシックNo.7 3 7
2017年発足からまだ5年を終えたばかりのクラブです。元
は新潟県スキー連盟所属の苗場スノースポーツクラブから
の枝分かれでしたが、現在では40名だったクラブ員が55名
に増えました。と言うことで当初から目標としている生涯ス
キーヤー倍増計画は少しずつ達成に近づいております。会長
は園部勝と言う往年のレジェンドスキーヤーです。クラブは
名の通り、苗場スキー場に拠点に置き、主に準指導員・指導員、
テクニカル、クラウンを目指す者とジュニアレーサーがメイ
ンとなっております。また、当クラブは母体の苗場スキース
クールと連携を取り、クラブ員がスクールのイントラになり、

中にはそのまま苗場にマンションを購入、サンデーイントラ
となる者もいます。新潟県スキー連盟所属の兄弟クラブとの
合同合宿はお互いに切磋琢磨し、資格受験合宿は当初年1回
程度しか行いませんでしたが今期より新潟の先輩クラブ員達
が率先して回数を増やそうとしております。技術選にも力を
入れ、今期は女子2名が全日本に挑むことができ、一人は決
勝まで駒を運ばせました。最後に、もう一つ目標を掲げてお
ります。雪無し県の東京からオリンピアンを輩出することで
す。

三田リーゼンスキークラブNo.7 36
三田リーゼンスキークラブは都連に登録してまだ6年の歴史の浅いクラブです。
母体は慶應義塾大学リーゼンスキークラブOBを中心に組織しており、もともとはクラブ創立50周年を機に、年配OBや特に
若手のOBの社会人スキーの活動の場として設立いたしました。
現在、基礎16名、競技11名、合計27名で活動しております。
主な活動は、慶應の体育会、公認同好会OBで企画している「全塾マスターズスキー大会」での上位入賞や都連の大会での各々
の目標をクリアすることを目指しています。
主なトレーニングは菅平高原やサンメドウズ清里で行っています。
冬の活動も大変盛り上がってはおりますが、オフシーズンでも部員同士の交流は活発です。部員の一人が六本木で「ダイニン
グバー DORA」を経営しており、そこがスキー好き
の「溜まり場」となっています。部員以外のスキー
ヤーも多く訪れて頂いており、シーズンでもオフシー
ズンでも、スキー関連のビデオをいつでもON-AIR
可能です。自分の滑りも含めてお酒を飲みながらス
キー談義に花が咲きます。
三田リーゼンスキークラブをよろしくお願いいたし
ます。宜しければ「ダイニングバー DORA」へもご
来店ください！！
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Club SophieNo.7 59
Club Sophie（クラブソフィー）は、2017年7月に創設。
尾瀬岩鞍エリアを中心に、菅平、戸隠などの各スキー場で活
動しております。
メンバーは20名の少数精鋭。20歳代から60歳代まで、様々
な職種が集い、正指導員から1級、2級所持者が大半のメン
バーで構成され、基礎のトレーニング、フリーで滑りまくる、
家族で楽しむなど自由に活動を行っております。オフシーズ
ンはメンバーのほとんどが山を好むことから、登山やハイキ
ングなどの活動、及び会合などを行っております。
2020-2021シーズンは、正指導員1名、準指導員各1名が

合格し、クラブ検定も行うことができるようになったため、
クラブとして喜ばしい記念すべきシーズンとなりました。
また、昨今はコロナの影響もあり会合などの開催は減らしま
したが、スキー行事は1月、2月に感染防止対策を徹底して
開催しました。
今後もクラブ創設時の理念である「家族連れや子供たちが気
兼ねなく参加できるクラブ」を基本に、スキー技術の向上、
クラブ員の親睦を図り、クラブの発展を図って行ければと思
います。

幼少年キャンプ研究会スキークラブNo.74 0
「幼少年キャンプ研究会スキークラブ」は、その名の通り、「幼
少年キャンプ研究」を母体としたスキークラブです。この研
究会は、1969年に東京教育大学（現筑波大学）の野外運動
研究室を母体として生まれた、青少年に対して教育キャンプ
を提供する団体です。この一環として、長年子どもスキーキャ
ンプを開催してきました。
2007年より、SAJのバッチテストを導入したところ、キャ
ンパーたちがメキメキとスキー技術をあげ、今では中高生が、
1級に合格するレベルになりました。これまで、指導者は各
自が独自に各都道府県連に所属しておりましたが、このキャ
ンプを卒業した大学生たちがスキー指導を行うようになり、

彼らの準指受験や、指導スキルの向上、維持のために、独自
にスキークラブを立ち上げました。
メンバーには、日本の野外教育界をリードした大学OBや、
現在国内で野外教育や野外救急法の普及活動を行う現役の
指導者、及び、大学で野外教育を学ぶ学生たちが所属し、子
供スキーキャンプの開催や、スキー技術向上のための研修会、
バックカントリースキーツアーなどの実施をしています。
長い歴史の中で、独自の指導法や、豊富な研究データなども
あり、これらの実績を生かし、東京都スキー連盟及び日本の
スキー文化の発展に貢献できるよう、活動しています。


