
役　　員　　名　　簿
期間：令和４年６月～令和６年６月

顧 問 馳　　浩 山田　憲昭

会 長 山本　外勝

副 会 長 村本　一則 北村　秀紀 中川　賢司

安井　敏成 能登　秀幸

アド バイ ザー 殊才　豊 加藤　治 山口　俊哉

旭　　俊則

監 事 北村　登 岡本　明男

理 事 長 前寺　清一

副 理 事 長 吉村　真一 藤堂　学 丸七　茂樹

常 務 理 事 澤田　昭彦 竹内　順一 吉本　幸司

理 事 櫻井　外郷 織田　則泰 元尾　武彦

山口　浩二 山本　隆俊 山田　純丈

小田　遼平 山口　智基 小柳　一将

越原　祥栄 中道　政博 澤田　裕充

中村　英一 角永　和久 澤田　和彦

殊才　鉄平 前田　淳志 大西　隆博

斎藤　和輔 大門　誠 佐藤　繁行

村上　直樹 森　　智麿 池下　確

瀧下　英則 谷内　睦雄 木村　治生

平野　正樹 東　　貴啓 熊田　朋子

藤島　信一郎 米永　利明 小山　章

上野　浩幸



専　門　部　会　名　簿
期間：令和４年９月～令和６年９月

役　　職　　名 氏　　名
　部　　会　　長　　 前寺　清一
　副部会長（競技担当） 吉村　真一
　　　〃　（教育担当） 藤堂　学
　　　〃　（安対担当） 丸七　茂樹
◆総務本部　　　　　
　本　部　長 澤田　昭彦 役　　職　　名 氏　　名
　副本部長 東　　貴啓 　総務担当部長 上田　正博
　　〃　　（財務） 藤島　信一郎 　　　〃 山守　明
　　〃　　（登録） 熊田　朋子 　企画部長 上野　耕平
　総務担当部長 米永　利明 　補佐役 山岸　忠雄
◆競技本部
　本　部　長 竹内　順一
　副本部長 櫻井　外郷
　　　〃 織田　則泰
　ゼネラル セクレタリー 東　　貴啓
　●強化部 役　　職　　名 氏　　名
　 ヘッドコーチ 山口　浩二 　　◯ジャンプコンバインド
　　◯アルペン 　　　チーフコーチ 越原　祥栄
　　　チーフコーチ 山口　浩二 　　　コーチ 金子　文平
　　　コーチ（Jr） 殊才　鉄平 　　　　　〃 多賀　裕士
　　　　　〃 澤田　岬 　　　　　〃 前田　克
　　　　　〃 中村　隼人 　　　　　〃 小柳　栄太郎
　　　　　〃 竹内　悌二郎 　　　　　〃 山田　和月
　　　コーチ（ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ） 元尾　武彦 　●アルペン部
　　　　　〃 梶　　悠亮 　　部　　長 元尾　武彦
　　　　　〃 松下　みなと 　　副部長 中村　英一
　　　　　〃 本田　祐樹 　　セクレタリー 東　　貴啓
　　　　　〃 上原　絵理 　　運営委員長 山本　隆俊
　　　コーチ（ｼﾆｱ・ﾏｽﾀｰｽﾞ） 英　　忍 　　運営委員ｾｸﾚﾀﾘｰ 北川　淳一
　　　　　〃 梶　　博人 　　スーパーバイザー 池田　彰二
　　　　　〃 中村　香織 　　　　　〃 中森　茂明
　　◯クロスカントリー 　　　　　〃 木村　光一郎
　　　部　　長 山田　純丈 　　運営委員 角永　和久
　　　強化委員長 小田　遼平 　　　　　〃 山守　明
　　　強化副委員長 廣瀬　玄樹 　　　　　〃 前波　豊
　　　　　〃 山口　敦史 　　　　　〃 山口　謙
　　　強化委員(ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ) 加藤　治 　　　　　〃 谷橋　寛也
　　　　　〃 竹内　順一 　　　　　〃 山口　琢巳
　　　　　〃 山口　俊哉 　　　　　〃 沢田　岬
　　　　　〃 織田　則泰 　　　　　〃 北出　基紀
　　　　　〃 橋本　崇 　　　　　〃 新保　貴史
　　　コーチ（シニア） 澤邉　肇善 　　　　　〃 中村　隼人
　　　　　〃 永井　靖信 　　　　　〃 北村　秀顕
　　　　　〃 山本　卓朗 　　　　　〃 村下　真悟
　　　　　〃 山下　直哉 　　　　　〃 殊才　大作
　　　　　〃 山口　佑希子 　　　　　〃 竹内　悌二郎
　　　　　〃 加藤　拓真 　　　　　〃 平口　満理
　　　　　〃 舘　　俊朗 　　　　　〃 織田　栞
　　　　　〃 加藤　光哉 　　　　　〃 九十九　恵
　　　　　〃 北嶋　大河 　●クロスカントリー部
　　　　　〃 杉田　有生 　　部　　長 山田　純丈
　　　　　〃 澤邉　雄大 　　セクレタリー 澤邉　肇善
　　　　　〃 小田　悠平 　　ｱｼｽﾀﾝﾄｾｸﾚﾀﾘｰ(運営) 山本　卓朗
　　　ジュニアチーフコーチ 山口　敦史 　　ｱｼｽﾀﾝﾄｾｸﾚﾀﾘｰ(競技) 加藤　光哉
　　　ジュニアコーチ 杉田　将生 　　運営委員長 山口　智基
　　　　　〃 西山　喜治 　　運営副委員長 下　　卓実
　　　　　〃 清水　勇介 　　　　　〃 谷　　将希
　　　　　〃 高森　真一 　　運営委員 井上　義人
　　　チルドレンチーフコーチ 中村　高之 　　　　　〃 織田　ふじ乃
　　　チルドレンコーチ 山下　悠佑 　　　　　〃 加藤　治
　　　　　〃 山口　佳代 　　　　　〃 加藤　豊
　　　　　〃 山下　翔生 　　　　　〃 北村　理彦
　　　　　〃 針道　裕人



役　　職　　名 氏　　名 役　　職　　名 氏　　名
　●クロスカントリー部 　●フリースタイル部
　　運営委員 小田　稔 　　部　　長 澤田　裕充
　　　　　〃 小田　実由季 　　副部長 橘　　泰至
　　　　　〃 小林　美徳 　　競技・運営委員 山本　篤
　　　　　〃 澤田　敏矢 　　　　　〃 西浦　祥路
　　　　　〃 澤田　眞弓 　●スノーボード部
　　　　　〃 下　　猛浩 　　部　　長 中道　政博
　　　　　〃 永井　富三夫 　　副部長 安田　純也
　　　　　〃 織田　なほ子 　　　　　〃 中野　伸一
　　　　　〃 西山　善和 　　セクレタリー 喜田　徹
　　　　　〃 西山　喜治 　　部　員 高畠　善将
　　　　　〃 橋本　崇 　　　　　〃 吉田　佳代
　　　　　〃 林　　朋樹 　　　　　〃 若松　高司
　　　　　〃 針道　三夫 　　　　　〃 桜井　敏久
　　　　　〃 山岸　大樹郎 　　　　　〃 谷口　邦晴
　　　　　〃 山口　俊哉 　　　　　〃 松下　純也
　　　　　〃 山下　賢三 　　　　　〃 津田　敦志
　　　　　〃 山下　政秋 　　　　　〃 水上　貴幸
　　普及委員長(検定委員） 竹内　順一 　　　　　〃 谷口　篤史
　　普及委員(検定委員） 加藤　治 　●マスターズ部
　　　　　〃 加藤　豊 　　部　　長 角永　和久
　　　　　〃 廣瀬　玄樹 　　セクレタリー 磯田　稔
　　普及委員(指導委員） 山田　純丈 　　運営委員長 鶴谷　英樹
　　　　　〃 織田　則泰 　　運営委員 磯田　稔
　　ＳＡＪ技術代表 加藤　治 　　　　　〃 大塚　雅三
　　　　　〃 山口　俊哉 　　強化委員長 前川　伸一
　　　　　〃 竹内　順一 　●ポイント委員会
　　　　　〃 織田　則泰 　　委員長 澤田　和彦
　　　　　〃 山田　純丈 　　委員（アルペン） 中森　茂明
　●ジャンプコンバインド部 　　　　　〃 木村　光一郎
　　部　　長 小柳　一将 　　　　　〃 山口　謙
　　セクレタリー 清水　和夫 　　　　　〃 藤島　信一郎
　　運営委員長 山田　和紀 　　　　　〃 市森　俊和
　　運営委員 打田　吉雄 　　　　　〃 上野　耕平
　　　　　〃 多賀　正克 　　　　　〃 山本　隆俊
　　　　　〃 石橋　利一 　　委員（ノルディック） 山口　俊哉
　　　　　〃 松本　章弥 　　　　　〃 小林　美徳
　　　　　〃 山岸　祐一 　　　　　〃 谷　　将希
　　　　　〃 西川　敏範 　●高校・中学校担当
　　　　　〃 吉村  進 　　高体連担当 山田　純丈
　　普及強化委員長 大田  修 　　中体連担当 殊才　鉄平
　　強化委員 小柳　栄太郎
　　　　　〃 山田　和月
◆教育本部
　本　部　長 藤堂　学
　副本部長 前田　淳志
　　　　　〃 大西　隆博
　●企画部 役　　職　　名 氏　　名
　　部　　長 斎藤　和輔 　●検定部
　　副部長 金子　堅司 　　部　員 吉田　貴徳
　●指導部 　　　　　〃 黒川　陽二郎
　　部　　長 大門　誠 　●強化部
　　副部長 森　　一博 　　部　　長 村上　直樹
　　　　　〃 古田　智巳 　　副部長 旭　　哲生
　　部　員 能村　信子 　　　　　〃 新保　貴史
　　　　　〃 高野　美砂 　　部　員 沖谷　建彦
　　　　　〃 岩本　俊介 　　　　　〃 渋谷　潤子
　●検定部 　　　　　〃 尚和　真治
　　部　　長 佐藤　繁行 　　　　　〃 谷口　純平
　　副部長 柿森　弘嗣 　　　　　〃 橋本　重光
　　　　　〃 西田　泰博 　　　　　〃 浜野　毅
　　　　　〃 室　　晃彦 　　　　　〃 渕上　浩治
　　部　員 網江　邦広 　　　　　〃 森　　光司
　　　　　〃 大崎　一也 　　　　　〃 吉田　潤
　　　　　〃 梶田　昌裕 　　　　　〃 齋藤　大介
　　　　　〃 木村　治生 　　　　　〃 仙石　倫章
　　　　　〃 佐藤　真澄 　　　　　〃 小山　一樹
　　　　　〃 高井　幹雄 　　　　　〃 村上　恭太
　　　　　〃 丹　　朗子 　　　　　〃 村上　芽似



役　　職　　名 氏　　名 役　　職　　名 氏　　名
　●スキー学校部 　●スノーボード部
　　部　　長 森　　智麿 　　セクレタリー 中西　真理
　　副部長 渋谷　潤子 　　副セクレタリー 石谷　吉悦
　　部　員 中田　将治 　　部　員 徳成　正樹
　　　　　〃 谷本　栄一 　　　　　〃 松本　隆宗
　　　　　〃 清水　真治 　　　　　〃 若松　高司
　　　　　〃 矢来　正巳 　　　　　〃 土室　いずみ
　　総務・会計 綿上　克久 　　　　　〃 服部　誠
　◇白山セイモアＳＳ 　　　　　〃 辻村　敬宣
　　校　　長 中田　将治 　　　　　〃 三宅　友和
　　副校長 鍜治口　誠 　　　　　〃 宮本　裕司
　　主　任 渋谷　潤子 　　　　　〃 松井　拓也
　　　　　〃 村上　恭太 　　アドバイザー 堀岡　政美
　　副主任 浜野　毅 　　　　　〃 玄田　敏晃
　　　　　〃 佐藤　真澄 　　　　　〃 殿村　和也
　　総　務 三谷　公人 　　ﾒﾃﾞｨｶﾙｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 小林　尚史
　　副総務 田谷　昂大 　●ＳＡＪ委員会
　◇大倉岳高原ＳＳ 　　委員長 前田　淳志
　　校　　長 谷本　栄一 　　委　員 齋藤　大介
　　主　任 古田　智巳 　　　　　〃 渋谷　潤子
　　総　務 新井　孝 　　　　　〃 新保　貴史
　◇白山一里野温泉ＳＳ 　　　　　〃 谷口　純平
　　校　　長 矢来　正巳 　　　　　〃 丹　　朗子
　　副校長 末政　信夫 　　　　　〃 西田　泰博
　　主　任 西田　泰博 　　　　　〃 能村　信子
　　副主任 宮浦　靖司 　　　　　〃 村上　恭太
　　総　務 舘健　一郎 　　　　　〃 森　　光司
　　副総務 本田　圭 　●指導員会
　　　　　〃 綿上　克久 　　会　　長 旭　　俊則
　　　　　〃 大崎　一也 　　副会長 谷内　睦雄
　◇七尾コロサSS 　　　　　〃 上野　浩幸
　　校　　長 清水　真治 　　委員長 瀧下　英則
　　副校長 宮本　信子 　　副委員長 高尻　克也
　　主　任 福岡　宏治 　　　　　〃 渕上　浩治
　　総　務 赤倉　辰弘 　　委　員 橋本　重光
　●スノーボード部
　　部　　長 池下　確
　　副部長 塩川　晃治
　　　　　〃 山口　輝
◆安全対策本部
　本　部　長 吉本　幸司
　副本部長 木村　治生
　　　　　〃 平野　正樹
　●総務部 役　　職　　名 氏　　名
　　部　　長 松井　美樹 　●企画・調査部
　　副部長 荒川　美紀 　　部　　長 黒川　陽二郎
　　　　　〃 土屋　貴子 　　副部長 宮本　信子
　●教育部 　　部　員 中山　百合子
　　部　　長 片岡　重人 　　ＪＳＰＡ地区理事 丸七　茂樹
　　副部長 新田　裕司
　　部　員 中野　善人
　　　　　〃 宮本　雅之
　　　　　〃 吉田　武
　　　　　〃 荒井　明美
　　　　　〃 山本　憲司
　　　　　〃 松蔵　卓也
　　　　　〃 宮本　篤志
　　　　　〃 土屋　貴子
　　アドバイザー 小倉　誠吾
　　　　　〃 南　　順正


