
1. NTT金沢スキークラブ 所属団体コード 003 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

涌波　博 920-0942 090-7089-7800
涌波　博 920-0942 090-7089-7800
涌波　博 920-0942 090-7089-7800
涌波　博 920-0942 090-7089-7800

2. 金沢自衛隊スキー部 所属団体コード 004 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

中元　智 921-8104 080-1967-8205
中元　智 921-8104 080-1967-8205
中元　智 921-8104 080-1967-8205
中元　智 921-8104 080-1967-8205

3. 郵政スキークラブ 所属団体コード 005 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

金子　堅司 929-0115 090-3762-8802
金子　堅司 929-0115 090-3762-8802
金子　堅司 929-0115 090-3762-8802
金子　堅司 929-0115 090-3762-8802

4. 石川県庁スキークラブ 所属団体コード 006 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

小向　信明 928-0032 0768-22-2625
鈴木　修治 920-2302 090-2127-5930
鈴木　修治 920-2302 090-2127-5930
鈴木　修治 920-2302 090-2127-5930

5. 雪稜スキークラブ 所属団体コード 008 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

白坂　正勝 927-0602 0768-72-0215
鍛冶口　誠 924-0043 076-275-7129
鍛冶口　誠 924-0043 076-275-7129
鍛冶口　誠 924-0043 076-275-7129

6. 金沢アルペンクラブ 所属団体コード 010 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

北崎　浩三 921-8026 076-244-1479
山田　　勝 924-0822 076-276-4177
中野　　博 920-0381 076-282-7335
岡本　明男 920-1155 076-263-0086

7. 内川サンライズスキークラブ 所属団体コード 014 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

小坂　栄司 920-1341 076-242-3003
前波　　豊 920-1341 076-242-5989
小山　一郞 920-1341 090-8096-8174
小山　一郞 920-1341 090-8096-8174

8. 鶴来スキークラブ 所属団体コード 015 白山ブロック
氏　名 〒 Tel

村本　一則 920-2144 076-273-0372
加藤　法栄 920-2111 076-273-1884
針道　裕人 920-2113 090-1630-3033
針道　裕人 920-2113 090-1630-3033

登録担当者 金沢市小立野1‒25‒7
連絡先 金沢市小立野1‒25‒7

役　職 住　所

令和5年度　所属団体名簿

役　職 住　所
代表者 金沢市小立野1‒25‒7
評議員 金沢市小立野1‒25‒7

連絡先 金沢市野田町1番8号 陸上自衛隊金沢駐屯地

役　職 住　所
代表者 能美市下ノ江町甲60-1

代表者 金沢市野田町1番8号 陸上自衛隊金沢駐屯地
評議員 金沢市野田町1番8号 陸上自衛隊金沢駐屯地

登録担当者 金沢市野田町1番8号 陸上自衛隊金沢駐屯地

役　職 住　所
代表者 輪島市小伊勢町上島田20
評議員 白山市河内町ふじが丘61

評議員 能美市下ノ江町甲60-1
登録担当者 能美市下ノ江町甲60-1

連絡先 能美市下ノ江町甲60-1

代表者 鳳珠郡能登町松波6-117
評議員 白山市柏町4-14

登録担当者 白山市柏町4-14

登録担当者 白山市河内町ふじが丘61
連絡先 白山市河内町ふじが丘61

役　職 住　所

評議員 白山市みずほ1-2-2
登録担当者 金沢市中屋1‒134

連絡先 金沢市田上町レ8

連絡先 白山市柏町4-14

役　職 住　所
代表者 金沢市糸田新町10‒14

登録担当者 金沢市別所町ヲ136‒5
連絡先 金沢市別所町ヲ136‒5

役　職 住　所

役　職 住　所
代表者 金沢市別所町ツ62
評議員 金沢市別所町ヲ118

連絡先 白山市八幡町300-2

代表者 白山市大竹町イ28
評議員 白山市鶴来本朝日町48-1

登録担当者 白山市八幡町300-2



9. 小松市スキー協会 所属団体コード 016 県南ブロック
氏　名 〒 Tel

森田　知史 923-0919 0761-21-0118
田中　伸二 923-0072
橋本　雅臣 923-0177 090-1742-8098

コマツサンスポーツ 923-0803 0761-22-1327
10. 高体連スキー部 所属団体コード 017 高体連

氏　名 〒 Tel
中川　賢司 920-2104 076-272-0044
木村光一郞 920-1165 076-234-1406
山田　純丈 920-2322 076‐255-5870
山田　純丈 920-2322 076‐255-5870

11. 能美市スキー協会 所属団体コード 019 県南ブロック
氏　名 〒 Tel

土山　清信 929-0101 090-5681-7827
小竹　雅弘 924-0855 090-3291-7105
井上　雅博 923-1245 0761-51-5215
小竹　雅弘 924-0855 白山市水島町65 090-3291-7105

12. 鳥越スキー協会 所属団体コード 021 白山ブロック
氏　名 〒 Tel

森田外志男 920-2363 076-254-2719
北出　基紀 920-2342 076-255-5542
澤田　昭彦 920-2375 076-254-2668
澤田　昭彦 920-2375 076-254-2668

13. 尾口スキークラブ 所属団体コード 022 白山ブロック
氏　名 〒 Tel

北村　秀顕 920-2168 090-5179-4597
北村　秀顕 920-2168 090-5179-4597
北村　秀顕 920-2168 090-5179-4597
北村　秀顕 920-2168 090-5179-4597

14. 雪煙スキークラブ 所属団体コード 024 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

高井　泰成 920-0202 076-257-2212
高尻　克也 920-1302 076-229-4408
高尻　克也 920-1302 076-229-4408
高尻　克也 920-1302 076-229-4408

15. 野々市市スキー協会 所属団体コード 026 白山ブロック
氏　名 〒 Tel

中山　　巌 921-8815 076-248-2549
鶴谷　英樹 921-8805 076-294-7674
鶴谷　英樹 921-8805 076-294-7674
鶴谷　英樹 921-8805 076-294-7674

16. スキークラブ・バイオレット・サンダース 所属団体コード 028 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

旭　　俊則 920-0925 076-221-8290
島田　隆好 920-1155 076-263-6776

スポーツショップノブ 920-0925 076-262-0059
勝見　豊樹 929-0217 076-278-4217

役　職 住　所
代表者 小松市殿町1-92

役　職 住　所
代表者 白山市月橋町710(鶴来高校)
評議員 金沢市若松町165

評議員 小松市みどり町2-74
登録担当者 小松市岩上町ロ1-1

連絡先 小松市宝町9-1

代表者 能美市赤井町ヘ22
評議員 白山市水島町65

登録担当者 能美市辰口町72番地

登録担当者 白山市佐良チ2
連絡先 白山市佐良チ2

役　職 住　所

登録担当者 白山市上野町東3-2
連絡先 白山市上野町東3-2

役　職 住　所

連絡先

役　職 住　所
代表者 白山市別宮出町イ158-3
評議員 白山市下吉谷町イ26

連絡先 白山市陽羽里一丁目108番地

役　職 住　所
代表者 金沢市木越1‒162

代表者 白山市陽羽里一丁目108番地
評議員 白山市陽羽里一丁目108番地

登録担当者 白山市陽羽里一丁目108番地

役　職 住　所
代表者 野々市市本町3-2-13
評議員 野々市市稲荷4-162　A-102

評議員 金沢市末町17‒48‒7
登録担当者 金沢市末町17‒48‒7

連絡先 金沢市末町17‒48‒7

代表者 金沢市天神町1‒3‒5
評議員 金沢市田上本町ヨ1

登録担当者 金沢市天神町1‒14‒31

登録担当者 野々市市稲荷4-162　A-102
連絡先 野々市市稲荷4-162　A-102

役　職 住　所

連絡先 白山市湊町3-11



17. 輪島市スキー協会 所属団体コード 029 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

山本　　晃 928-0032 0768-22-7025
大井　智道 929-2378 0768-26-1401
山本　　晃 928-0032 0768-22-7025
山本　　晃 928-0032 0768-22-7025

18. 中体連スキー部 所属団体コード 030 中体連
氏　名 〒 Tel

水野　泰夫 920-2331 076-256-7145
清水　和夫 921-8173 076-241-3217
廣瀬　玄樹 920-2331 090-2039-2791
殊才　鉄平 921-8131 090-2123-7613

19. モンタナSC 所属団体コード 034 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

高田　　勇 924-0812 076-276-4559
橋爪　龍加 920-0025 076-232-7464
北村　美沙 920-0941

直江　喜代子 920-0941 076-262-3070
20. 七尾市スキー協会 所属団体コード 036 県北ブロック

氏　名 〒 Tel
谷内　睦雄 929-2121  0767-68-3311
福岡　宏治 926-0816 0767-53-5100
髙木　洸一 926-0014 0767-57-5920
髙木　洸一 926-0014 090-9760-9856

21. 松任スキークラブ 所属団体コード 037 白山ブロック
氏　名 〒 Tel

武田　正弘 924-0865 076-276-3277
中村　清浩 924-0051 076-277-2779
三嶋　雅弘 924-0882 076-275-5900
三嶋　雅弘 924-0882 076-275-5900

22. 加賀市スキー協会 所属団体コード 039 県南ブロック
氏　名 〒 Tel

小林　武嗣 922-0424 0761-75-7330
小荒　勝美 922-0331 0761-74--4370
川畑　維雄 922-0053 090-1636-3686
川畑　維雄 922-0053 090-1636-3686

23. 白峰スキークラブ 所属団体コード 041 白山ブロック
氏　名 〒 Tel

永下　唯一 920-2501 090-8965-9611
永井　靖信 920-2501 090-9762-7014
織田　則泰 920-2501 090-2837-4700
織田　則泰 920-2501 090-2837-4700

24. シルバートライスキークラブ 所属団体コード 043 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

松本　章弥 927-2362 0768-45-1185
池田　友晴 927-2151 0768-42-1247
池端　共栄 927-2176 0768-42-0752
池端　共栄 927-2176 090-2376-4348

評議員 輪島市三井町小泉前町25番甲
登録担当者 輪島市小伊勢町日隅31‒6

連絡先 輪島市小伊勢町日隅31‒6

役　職 住　所
代表者 輪島市小伊勢町日隅31‒6

登録担当者 白山市瀬戸申66番地
連絡先 金沢市三十苅町戊6‒13

役　職 住　所

役　職 住　所
代表者 白山市瀬戸申66番地
評議員 金沢市円光寺１丁目1‒26　ピアニシモB208

連絡先 金沢市旭町3‒13‒10（モンタナスポーツ）

役　職 住　所
代表者 七尾市田鶴浜町ヨ7-1

代表者 白山市橋爪町754-9
評議員 金沢市駅西本町1‒6‒42ブルック駅西304

登録担当者 金沢市旭町3‒13‒10（モンタナスポーツ）

役　職 住　所
代表者 白山市倉光5-53
評議員 白山市福留町660‒79

評議員 七尾市藤橋町寅部38-1
登録担当者 七尾市矢田町ヨ部30番地1

連絡先 七尾市矢田町ヨ部30番地1

代表者 加賀市小菅波町2丁目94-2
評議員 加賀市動橋町ヌ26-1

登録担当者 加賀市大聖寺鷹匠町41

登録担当者 白山市八ツ矢町567-5
連絡先 白山市八ツ矢町567-5

役　職 住　所

評議員 白山市白峰ホ60番地1 市営しゃくなげ住宅1号棟303号室
登録担当者 白山市白峰イ3番2地

連絡先 白山市白峰イ3番2地

連絡先 加賀市大聖寺鷹匠町41

役　職 住　所
代表者 白山市白峰子55番地4

登録担当者 輪島市門前町和田2‒10‒1(A‒2)
連絡先 輪島市門前町和田2‒10‒1(A‒2)

役　職 住　所
代表者 輪島市門前町椎木16‒3
評議員 輪島市門前町走出2‒24



25. 津幡フェニックス・スキークラブ 所属団体コード 044 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

勝田　浩治 929-0332 076-288-7877
上谷　順彦 929-0324 076-288-2924
奥村　利勝 929-0454 076-288-5403
奥村　利勝 929-0454 076-288-5403

26. 吉野谷スキークラブ 所属団体コード 049 白山ブロック
氏　名 〒 Tel

竹内　順一 921-8154 090-9762-0753
廣崎　　修 924-0822 076-274-9574
竹内　順一 921-8154 090-9762-0753
竹内　順一 921-8154 090-9762-0753

27. スキークラブなだれ 所属団体コード 050 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

杉山　　真 920‐0964 076-256-0645
松本　浩一 924-0836 076-274-5034
熊田　朋子 920-0845 090-4320-0703
松本　浩一 924-0836 076-274-5034

28. ほうだつスノークラブ 所属団体コード 051 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

大野　正孝 929-1341 0767-28-2569
土上　　智 929-1411 0767-29-3510
土上　　智 929-1411 0767-29-3510
土上　　智 929-1411 0767-29-3510

29. 川北町スキー協会 所属団体コード 052 県南ブロック
氏　名 〒 Tel

苗代　正盛 923-1267 076-277-0685
森　　光司 923-1261 076-277-7292
森　　光司 923-1261 076-277-7292
西田　　稔 923-1252 076-277-0849

30. 内灘町スキー協会 所属団体コード 053 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

島　　智一 920-0271 076-286-5201
井上　義人 920-0276 076-238-9708
内河　良二 920-0277 076-237-1673
内河　良二 920-0277 076-237-1673

31. 河内スキー協会 所属団体コード 054 白山ブロック
氏　名 〒 Tel

村上　陽一 920-2303 076-272-2352
中田　将治 920-2155 076-272-2818
辻　謙一 920-2166 076-272-1750
辻　謙一 920-2166 076-272-1750

32. フリーダム・スキークラブ 所属団体コード 055 県南ブロック
氏　名 〒 Tel

宮地　哲弥 923-1115 0761-58-5226
中　俊和 923-0911 0761-21-0368
中　俊和 923-0911 0761-21-0368
中　俊和 923-0911 0761-21-0368

役　職 住　所

連絡先 河北郡津幡町杉瀬イ207

役　職 住　所
代表者 金沢市高尾南2丁目152‒1

代表者 河北郡津幡町中須加平成台48
評議員 河北郡津幡町津幡リ45‒22

登録担当者 河北郡津幡町杉瀬イ207

役　職 住　所
代表者 金沢市本多町1‒7‒10‒3
評議員 白山市山島台5-40

評議員 白山市みずほ1-5-12
登録担当者 金沢市高尾南2丁目152‒1

連絡先 金沢市高尾南2丁目152‒1

代表者 羽咋郡宝達志水町宿ト219-1
評議員 羽咋郡宝達志水町柳瀬ヘ116

登録担当者 羽咋郡宝達志水町柳瀬ヘ116

登録担当者 金沢市瓢箪町22‒23‒1
連絡先 白山市山島台5-40

役　職 住　所

評議員 能美郡川北町字土室1‒12
登録担当者 能美郡川北町字土室1‒12

連絡先 能美郡川北町三反田ロ36‒1

連絡先 羽咋郡宝達志水町柳瀬ヘ116

役　職 住　所
代表者 能美郡川北町壱ツ屋へ109

登録担当者 河北郡内灘町千鳥台2丁目113‒2
連絡先 河北郡内灘町千鳥台2丁目113‒2

役　職 住　所

役　職 住　所
代表者 河北郡内灘町鶴ケ丘3丁目58
評議員 河北郡内灘町緑台2丁目87

連絡先 白山市鶴来桑島町112

役　職 住　所
代表者 能美市大長野町ト53‒16

代表者 白山市河内町福岡
評議員 白山市知気寺町に29-1

登録担当者 白山市鶴来桑島町112

評議員 小松市大川町3-67
登録担当者 小松市大川町3-67

連絡先 小松市大川町3-67



33. 葉山ハックルベリースポーツクラブ 所属団体コード 057 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

神足　隆夫 921-8155 076-296-0077
神足　隆夫 921-8155 076-296-0077
旭　　有紀 921-8155 076-296-0011
旭　　有紀 921-8155 076-296-0011

34. ボーゲン 所属団体コード 058 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

寺内　健市 929-1102 076-285-0800
駒井　淳行 929-1213 076-281-1152
山本　益夫 929-1125 090-3888-1042
駒井　淳行 929-1213 076-281-1152

35. 羽咋市スキー協会 所属団体コード 067 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

竹田　純一 925-0036 0767-22-1513
崎田　智之 925-0033 0767-22-2620
崎田　智之 925-0034 0767-22-1111
崎田　智之 925-0033 0767-22-2620

36. 田鶴浜snow倶楽部 所属団体コード 068 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

野崎　謙二 929-2121 0767-68-2939
浜野　　毅 920-0271 076-282-7345
中村　吉成 929-2111 0767-68-2115
中村　吉成 929-2111 0767-68-2115

37. マッド・ハウス・モーグル・スキーチーム 所属団体コード 077 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

澤田　裕充 921-8135 076-298-9389
橘　　泰至 920-0381 090-7080-8451
橘　　泰至 920-0381 090-7080-8451
橘　　泰至 920-0381 090-7080-8451

38. インディーズスノーボードクラブ 所属団体コード 080 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

村上　利則 920-0051 076-233-0117
吉村　雅江 923-0854 090-2036-2999
吉村　雅江 923-0854 090-2036-2999
吉村　雅江 923-0854 090-2036-2999

39. マエダスキークラブ 所属団体コード 081 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

前田　紀昭 921-8142 076-298-2783
鈴木　康浩 920-2103 076-272-2377
前田　淳志 921-8142 076-287-6697
前田　淳志 921-8142 076-287-6697

40. 滑族 所属団体コード 083 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

玄田　敏晃 921-8054 076-249-7666
玄田　敏晃 921-8054 076-249-7666
玄田　敏晃 921-8054 076-249-7666
玄田　敏晃 921-8054 076-249-7666

役　職 住　所
代表者 金沢市高尾台3‒86
評議員 金沢市高尾台3‒86

代表者 かほく市上田名ホ76
評議員 かほく市長柄町ソ51‒73

登録担当者 かほく市宇野気ト104

登録担当者 金沢市高尾台3‒86
連絡先 金沢市高尾台3‒86

役　職 住　所

評議員 羽咋市川原町テ25
登録担当者 羽咋市旭町ア200(羽咋市役所)

連絡先 羽咋市川原町テ25

連絡先 かほく市長柄町ソ51‒73

役　職 住　所
代表者 羽咋市島出町フ100-1

登録担当者 七尾市高田町ヤ11-1
連絡先 七尾市高田町ヤ11-1

役　職 住　所

役　職 住　所
代表者 七尾市田鶴浜町ニ78-4
評議員 河北郡内灘町鶴ヶ丘4‒20‒1

連絡先 金沢市中屋2丁目220番地

役　職 住　所
代表者 金沢市示野中町1‒3

代表者 金沢市四十万町北カ9
評議員 金沢市中屋2丁目220番地

登録担当者 金沢市中屋2丁目220番地

役　職 住　所
代表者 金沢市光が丘1‒130
評議員 白山市小柳町ロ88‒6

評議員 小松市大領町な36 リビングタウン小松弐番館201
登録担当者 小松市大領町な36 リビングタウン小松弐番館201

連絡先 小松市大領町な36 リビングタウン小松弐番館201

代表者 金沢市西金沢5丁目293‒2
評議員 金沢市西金沢5丁目293‒2

登録担当者 金沢市西金沢5丁目293‒2

登録担当者 金沢市光が丘1‒130
連絡先 金沢市光が丘1‒130

役　職 住　所

連絡先 金沢市西金沢5丁目293‒2



41. 金沢スキークラブ 所属団体コード 084 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

森　　智麿 920-0831 076-252-8826
中川　知俊 921-8151 076-247-7273
中村　晃子 921-8023 090-2617-6932
森　　智麿 920-0831 076-252-8826

42. チーム疾風 所属団体コード 086 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

山守　明 921-8065 090-1636-8560
山守　明 921-8065 090-1636-8560
山守　明 921-8065 090-1636-8560
山守　明 921-8065 090-1636-8560

43. 県スポーツ協会 所属団体コード 088 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

千石　友規 920-0355 076-268-3100
千石　友規 920-0355 076-268-3100
千石　友規 920-0355 076-268-3100
千石　友規 920-0355 076-268-3100

44. スノサニMSC 所属団体コード 091 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

徳成　正樹 921-8845 090-329-9256
塩川　晃治 920-2162 076-272-3404
塩川　晃治 920-2162 076-272-3404
徳成　正樹 921-8845 076-248-6774

45. 木島病院 所属団体コード 092 金沢ブロック
氏　名 〒 Tel

竹内　尚人 920-0011 076-237-9200
古田　文美 920-0164 090-1393-9781
宮川　美希 920-0011 076-237-9200
宮川　美希 920-0011 076-237-9200

46. TeamRealSnow 所属団体コード 093 県南ブロック
氏　名 〒 Tel

小山　　章 923-0867 0761-22-2406
沖谷　建彦 923-0801 0761-22-6283
沖谷　建彦 923-0801 0761-22-6283
沖谷　建彦 923-0801 0761-22-6283

47. 石川サンケン山岳登山スキークラブ 所属団体コード 県北ブロック
氏　名 〒 Tel

津梅　昭二 925-0147 0767-32-3436
津梅　昭二 925-0147 0767-32-3436
津梅　昭二 925-0147 0767-32-3436
津梅　昭二 925-0147 0767-32-3436

評議員 金沢市窪6‒119‒2
登録担当者 金沢市千日町8‒15

連絡先 金沢市東山1丁目30‒8

役　職 住　所
代表者 金沢市東山１丁目30‒8

登録担当者 金沢市上荒屋5‒86
連絡先 金沢市上荒屋5‒86

役　職 住　所

役　職 住　所
代表者 金沢市上荒屋5‒86
評議員 金沢市上荒屋5‒86

連絡先 金沢市稚日野町北222

役　職 住　所
代表者 野々市市太平寺3-221

代表者 金沢市稚日野町北222
評議員 金沢市稚日野町北222

登録担当者 金沢市稚日野町北222

役　職 住　所
代表者 金沢市松寺町子41‒1
評議員 金沢市堅田町甲130番地

評議員 白山市道法寺町ト93-2
登録担当者 白山市道法寺町ト93-2

連絡先 野々市市太平寺3-221

代表者 小松市幸町1-58
評議員 小松市園町チ16

登録担当者 小松市園町チ16

登録担当者 金沢市松寺町子41‒1
連絡先 金沢市松寺町子41‒1

役　職 住　所

評議員 羽咋郡志賀町大島5-1-9
登録担当者 羽咋郡志賀町大島5-1-9

連絡先 羽咋郡志賀町大島5-1-9

連絡先 小松市園町チ16

役　職 住　所
代表者 羽咋郡志賀町大島5-1-9


