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 理   事

 理   事 　　　　　　　　　　土  田  　　茂　　　(ＳＡＪ理事）　

 理   事
副委員長　 酒井　 浩一　　　　　事務局長　　高沼　 克広  理   事
スキー  浜辺　 秀樹　　佐々木　 要　　池田　 吉利　　高野　 　 満

           平井 　裕一　　堀江　 久光　　岩瀬  　  均　　大西　 将樹

           岡林　 篤弘　　上村美紀子　　三浦   英悟　　

           尾坂　 直樹（SAJ推薦）　　鈴木聡一郎（SAJ推薦）   中川　 敏顕   中林 　昭夫   坂井　 和夫   藤島　 勝雄   加藤　 英二   青山　  　勝

           白土　 晶一（SAJ推薦）   田制　  　康   小林　　  茂   平賀　 秀勝   速水　　　修   小島　 正巳   大場　　  修

スノーボード　橋本　 朝臣　　阿部　 政一　　パトロール　影山　 広美   前川　 廣明   三浦　 安則   鐘ヶ江 一将   佐藤　 幹雄   丸　　 　  昇   矢萩　 能之

中野今朝四郎   林　　  宏明   木俣　 英文   山本　 武志   黒宮　 靖樹   渡辺　 広幸

委 員 長　土井　 晴夫　　　 副委員長　　山下　 敬司   高橋　 晴美   渡辺　 幸広   阿部　 洋一   工藤　 宣昭   吉田　 寛之   荒谷　 信彦

               石黒　 孝幸　　輪島　 千恵　　塩田 　   勲　　塩田　 絵美   加藤 　正志   岡島　 謙俊   田原　 右一   今川　 和雄   三浦 　義廣   長瀬　 正明

               佐藤　 啓二　  金子辰四郎　　平岡　 英樹　　中村　 昇太 秋元　洋一 古高　　　正

               三浦 　光男　　千葉　 茂樹　　木賊　 雄樹　　青木　 拓也

国井　 裕之 伊藤　 正教 荒川　 弘明 部 　長 佐々木 　要 部   長 東山　 浩史 部   長 佐藤　 誠吾 部   長 阿部　 政一 部   長 後藤 　博昭
片岡　 浩一 朝倉 　茂之 和田　　  弥 堂田　 和幸 小原　 康子 福士 　範良 長谷川　 新 山森 　智文
加藤　 幸麿 阿部　 文靖 崎野 　史明 後藤　 昌之 田中　 一也 深井　    信 阿曽　 秀樹 山村　  　誠
船戸久美子 片岡　 美香 南原 　由浩 村本　 智之 高橋　 勝之 久本 　伸生 森　  　皇二 伊藤 　彰人
鉾﨑聖太郎 稲垣 　幸直 松嶋 　幸司 金田 　智子 町田　　  薫 長谷川　 旭 田中　 哲雄

◆常任技術員　１７名 ◆常任技術員　１４名 　　 ◆常任技術員　１０名
関田 　貴人 山﨑　    茂 岩崎   美雪 永渕 　稔雄 栗田　    守 治田　 園子 八谷 　敏明 福士　 光春 西村 　信弥 今泉 　英明 平出　 晋大 近藤 　省世 木下　 将仁 女澤 　史恵 藤原　　  聡 四元 　智也 高木　  　哲 籔　　  智樹 岡部　 秀文
杉本　 浩一 和田   知久 清井兼太郎 甲斐　 元康 髙橋 　勇治 高橋　 州平 五東 　貴宏 奥山　 峰雪 菅原 　明典 坂井　 孝史 藤井 　宏二 島田　 順子 野村柳之介 木澤みゆき 清水 　秀哲 石川　  　博 片山　 福之 相原　 良憲 髙橋 　清一
高貝   良浩 土井 　直行 川田　　  修 南木　 勝彦 加藤 　志乃 小番　    伸 柴田　 浩幸 大宮 　圭悟 赤坂　 寿幸 宮田　 英之 早苗 　佑貴 芝田  　　卓 三浦　 寛子 市澤　 亮嗣 竹内　  　晶 森川　　  巧 稲葉　 里奈 宇山　  　潔 沼澤 　伯人
佐々木幸良 若狭 　史嗣 小川　 英明 村川　 秀仁 今井 　紀幸 伊藤　 善一 神林    　聖 小川 　博明 斉藤　 雅司 原田 　慎一 本間 　一倫 諸澤　 法子 羽田野 　律 近江 　正規 住吉　 俊彦 川田　 哲也 藤村 　紋子 土澤　　  満 二ツ山　 徹

大益　 雅彦 木藤 　孝志 小野寺   慎 宮城　 智美 尾田 　健久 尾崎　 岳史 岩井　 政人 河井　 治彦 村山　 竜太 小嶋　 寿一 金子　  　大 高崎　 貴明 三浦　 克彦 坂元　　  忍 小笠原勝人 諸橋 　綾子 山田亜希子 相馬　　  哲 中村　  　聡
新井田理佳 以西　 隆一 神野 　正樹 上野　 文寛 桜井　 勝浩 白藤　 祐治 佐久間貴之 吉本　 孝也 山口　 雅嗣 伊藤　  　博 吉武あずさ 福嶋　 貴臣

金沢 　圭紘 宮田　 拓弥 岡泉　 憲明 近井　 英一 阿部   健一 中嶋 　弘恵

山川　 展世 柿崎 　豪志
金田　  　翔

◆技術員　２２名 ◆技術員　２２名
奈良 　徳三 浦口 　和也 篠原　 道憲 堤　  　剣吾 川合 　由紘 小野　 忠明 名取　 朋彦 土田 　章博 今　　  一典 鈴木　 智大 苗村 　優子 坂本 　知巳 宇佐美法秀 金子　 亘善 古田 　信雄 西山　 弘樹 加瀬谷年起 櫻井　 英樹 二上　　  深
高橋　 陽平 大作 　勇治 米澤　 拓也 前川　    聖 佐藤 　博也 関井    　誠 竹内　 真澄 磯江 　典広 去渡　 茂幸 堀内 　信貴 茂木 　瑞季 渡辺　 幸仁 近藤　　  巌 皆川　  　恒 萬崎由美子 谷口　 裕基 市川 　土夢 佐々木靖幸 岩本　 和久
野崎 　哲也 加藤佳代子 高井 　　優 齋藤　 敬男 三上　 隆雄 東志　 康弘 丹羽　 洋平 伊藤 　大輝 山田みゆき 間渕　 健一 関　　  仁美 上村 　幸生 田島　  　靖 伊藤　 宣喜 猩々　 桂子 軍司 　照仁 石川　 裕司 貴戸　 崇史 板谷奈津子
山口 　明久 森　　  千芳 原　  　真人 袰田　 安伸 及川　 貴則 伊藤　 大輔 高谷　 純代 古屋　 善隆 丹代　 忠芳 小林 　成行 尾﨑　 勇紀 大野 　博之 小西　 雅幸 小林 　秀爾 鈴木　 優子 湊谷 　敏治 高島 　智之 藤田　    誠 満原 　雅展
立山 　幹也 秋山 　貴人 宮内　 竜二 川島　 孝幸 佐和田哲也 佐藤 　公明 三木　 聡実 池田　 昌平 金泉　  　潤 竹山新太郎 駒津　 和康 棚部　　  恵 桝本　 智史 村上　　  司 尾崎 　卓也 平本 　政司 矢野 　雅浩 三浦 　聡子 奥野　  　薫
岩崎　 大介 菊地 　延尚 成澤　 慎吾 酒井 　将人 笹嶋 　賢治 三上 　昌樹 矢留　 茂和 清水　 俊弥 角柳　  　潤 法島　 初美 関下　 智幸 宮崎　 正浩 由井 　昌幸 廣川　　  徹 岡　　  栄樹 武田　 繁祈 小野　　  等 成田　  　豊 田中　 和己
久下　　  出 鈴木 　伸一 石川  　　憲 近野　　  稔 勝見 　典明 田中　　  稔 滝沢 　康司 佐藤 　浩章 因幡　 正樹 伊藤冨美雄 紺野　 愛子 志田　 和男 安田 　佳広 佐藤　 光博 大瀧 　良典 林　  　啓介 高坂 　優子 金山 　哲也
今　　  正敏 後藤 　勇樹 荒井　 竜太 小酒井　 基 高橋　 良太 佐々木拓郎 佐久間政克 出口　 達郎 今野　 貴之 梶沼　 拓司 大場　 奨三 松本 　定博 蓼内　　  公 中川　 聖也 竹内　 三晃 久保田達也 領毛 　雅樹

門真 　健士 佐竹　 丘光 埜本　 直紀 藤井　　  孝 菊池　 政人 青野 　敏志 石田 　正明 星　　  英之 吉田 　孝博 鈴木　 洋祐 大場　 優希 山口真智子 佐々木 　剛 木村 　拓哉 高橋 　英樹 西田　 悦史 宮沢  　　勝
松浦 　美朗 吉田　 一寿 勝浦　 和也 桂　  　弘樹 新見 　和恵 森下 　和貴 町田 　卓也
清水田 　仁 池亀　 淳史 堅田 　裕介 菊地　 正樹

ＳＡＪ

武田　  　竜 百瀬 　純平 大場　 奨三 鈴木　 洋祐 斉藤　 人之 冨田　    哲 岡崎 　駿一 高橋 　賢佑 澤井　　  聡 新井　　  遼 近藤　 勇一 稲葉 　里奈 山田　 愁斗 小倉　 圭祐

須川 　尚樹 片岡　 嵩弥 大場　 優希 古賀貴理偉 高橋　 生季 成田　 伊織 山根　 直峰 金沢　 圭紘 松浦　 美朗 小嶋　 寿一 宇野　　  颯 高橋 　賢愼

谷藤　  　遥 弓野　 華緒 小森 　彩未 成澤　　  栞 山下　  　夢 新井　  　悠 印鑰　 昇明 吉田 　一寿 山田　 博貴

◆常任技術員　10名

ＳＡＪナショナル ＳＡＨ ＳＡＨ

北海道スキー指導者協会本年度役員改選のため10月評議員会後に決定

専  門  委  員  会　

スノーボード部 安全対策部

北海道スキー学校協会

     シ  ニ  ア  ア  ド  バ  イ  ザ  ー

振  興  部

吉村　良一 小林　 俊勝  　松本　　  徹

2022．10．15

道 連 副 会 長 道  連  顧  問

教 育 本 部 理 事 会

S  A  J  理  事 協　力　団　体

デモンストレーター　　８名 デモンストレーター　　９名

企  画  部 研  修  部

副部長

部　 長

◆技術員　２７名

◆常任技術員　　１６名

委 員 長　　出口　 朝彦

テクニカルアドバイザー委員会

部 　長

脇坂　こずえ

ＳＡＪ

◆技術員　２７名 ◆技術員　２７名

副部長 副部長 副部長

◆常任技術員　　１７名 ◆常任技術員  　１８名

部　 長

出口　 朝彦

SBデモンストレーター　　２名 SBデモンストレーター　　５名

検  定  部 強  化  部

◆技術員　１９名 ◆技術員　２０名

副部長

◆技術員　１３名

副部長 副部長

◆常任技術員　１４名

デモンストレーター　　１１名

副部長

　　　　　　　　　　　　　　　　

スキー学校部

佐藤　 秀志

阿部 　哲郎

土田　  　茂

佐々木一仁

山本 　博之


