
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平素は私たち岐阜県スキー連盟の活動に格別のご理解、 

ご支援をいただき深く感謝申し上げます。 

2018/2019 シーズン、皆様から賜りました協賛金は、 

総額 2,923,000 円となりました。このお金は、ジュニア育成、国体予選の運営費、その他選手たちの強化

費等、様々な岐阜県スキー連盟の活動費として、大切に有効に使わさせていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019/2020 シーズンから、U12U15 選手対象の 

「SAG スキークラブ」という組織を競技部内に設けて活 

動を始めました。 

子供たちが年間を通してスキーのためのフィジカルトレ 

ーニングや技術トレーニングを行うことができ、スキーを 

楽しむ環境の構築を目指す為に作りました。 

SAG スキークラブが開催する 3 つのトレーニングは、 

1. 基本技術はオフシーズンに身につけよう 

・・・「ピスラボ 30day's」ピスラボ（サマーゲレンデ）

での技術練習 

 2. 思い通りに動かせる体を作ろう・・・「TRY TRAINING」身体能力向上を目的とした陸上トレーニング 

3. 雪上でフリー滑走、ゲート TR をしよう・・・冬季雪上トレーニング です。 
 

岐阜県スキー連盟（SAG）は、主にスキー・スノーボード等の選手、指導者からの会費、および県からの

助成金によって運営されております。昨今のスノースポーツ人口の減少などの理由から、運営は決して楽で

はありません。そこで、SAG パートナー（協賛者様）のご支援が大変重要な収入源となっております。 

SAG パートナーの皆様には感謝の気持ちしかございません。誠に有難うございます！ 

どうか今後共、私たち岐阜県スキー連盟をご理解いただき、引き続き温かいご支援のほど宜しくお願いいた

します。 

「子供達がスノースポーツを好きになりずっと続けてほしい！」 

それが私たちスキー連盟の願いです。  

岐阜県スキー連盟 

高山市桐生町 2-389 JA ひだ桐生支店 2F 
TEL：0577-34-3133 

WEB：http://www.ski-gifu.jp/ 
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JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸ全国ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ競技会 

H31.3.28～31 長野県志賀高原 

アルペン男子 SG 4 位 南裕太（宮小） 

アルペン男子 SL 7 位 滝村武蔵（丹生川小） 

第 74 回国民体育大会冬季大会スキー競技会 
くしろさっぽろ国体 

H31.2.14～2.17 北海道釧路市札幌市 

天皇杯（総合成績）岐阜県選手団 6 位 

アルペン成年 A 優勝 光井恭平（キープワン SC） 

アルペン成年女子 B 準優勝 新井真季子（日本保育サービス） 

アルペン成年 C 7 位 池田晃（岐阜日野 SC） 

ジャンプ成年 B 5 位 小山祐（岐阜日野 SC） 

クロスカントリー成年 A 4 位 佐藤友樹（岐阜日野 SC） 

クロスカントリー成年 B 準優勝 成瀬開地（岐阜日野 SC） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合(ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ)成年 A 7 位 傳田翁玖（岐阜日野 SC） 

ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ複合(ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ)成年 B 準優勝 小山祐（岐阜日野 SC） 

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ成年ﾘﾚｰ 6 位 三島龍也・成瀬開地・小山祐・佐藤友樹 

第 56 回全日本スキー技術選手権大会 

H31.3.6～10 長野県八方 

男子の部 11 位 石水克友（朴の木平 SC） 

〃   29 位 金子祐大（国府 SC） 

女子の部 20 位 石水愛（朴の木平 SC） 

第 31 回全国高等学校選抜スキー大会 

H31.3.12～15 長野県志賀高原 

ｱﾙﾍﾟﾝ男子大回転 6 位 佐伯愛斗（岐阜第一） 

ｱﾙﾍﾟﾝ女子回転 10 位 黒木玲名（飛騨神岡） 

第 16 回全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ技術選手権大会 

H30.3.1～4 新潟県上越国際 

男子アルペンの部 7 位 説田寛之（ヒマラヤ SC） 

男子ﾌﾘｰｽﾀｲﾙの部  24 位 田邊好（高鷲 SC） 

女子の部 9 位 淺野詩織（アルコピア SC） 

 

 

 
 

 



 

    

    

    

     

    

    

    

    

        

       

    

    

      

    

    

     

（敬称略・順不同） 

・STJ レンテック ・キープワン ・飛騨信用組合 ・めいほうスキースクール ・高鷲観光協会  

・十六銀行 ・飛騨ほおのき平スキー場 ・新興自動車㈱ ・高山信用金庫 ・保険相談オフィス 

・㈱三機工業 ・㈱コサカ種苗 ・JA ひだ ・モンデウス飛騨位山スノーパーク ・モンデウススキー学校・SC 

・ナガセスッポン養殖所 ・ひらゆの森 ・ほおのき平スキー学校・SC ・飛騨高山スキー学校 ・㈱房村組 

・㈱マックアース ・ダイナランド ・岐阜舗道㈱ ・飛騨高山スキー場  

 

・岐阜日野自動車㈱ ・めいほう SC ・関市 SC ・ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱高山 ・㈱アルペン ・㈲リッド 

・岐垣ブロック協議会 ・サンヴェール大垣 ・㈱エイコク ・㈱丹生川観光 ・アパマンショップ高山店 

・藤助の湯 ふじや ・㈱マツケン ・㈱トーエネック ・㈱垣越組 ・東濃ブロックスキー協議会 

・逢坂建材㈱ ・三岐工業㈲ ・センタースポーツ ・中屋利洋法律事務所 ・荘川スキークラブ 

・カーポイント 158 ・HOOD ・㈱ゆず保険事務所 ・パジェロ製造㈱ ・㈱NAO 明野高原 

・㈱相和コンサルタント ・渡辺農園 ・ヒマラヤ ・小坂建設㈱ 白川宇部生ｺﾝ ・㈱リバーアップ 

・ひさかね医院 ・山口木工所 ・ネイエ設計事務所 ㈱ﾎﾗｸﾞﾁ ・あいおいﾆｯｾｲ同和損保 ・㈱タニムラ 

・御母衣石油 ・河合スキークラブ ・ダイコクヤ ・郡上ヴァカンス村ホテル ・アルコピア SC 

・鷲見病院 ・道の駅 やまと ・高山工業高校保護者会 ・㈱桑原板金 ・恵那市スキー協会 ・アウトバーン 

・ミズノ㈱名古屋支社 ・㈲アプロ工業 ・明智ゴルフ倶楽部ひるかわゴルフ場 ・㈱門造園土木 ・桃園 

・ロッジあるぺん ・飛騨高山スキー学校有志 

 

・トーヨー事務器㈱ ・豊田煙火 ・岐阜アルペン SC ・大垣スキー協会 ・池畑商店 ・㈱ロビン ・㈱大阪美装 

・㈲大沼工房 ・ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ高山しんぐう店 ・ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ飛騨古川上野店 ・飛騨乗鞍観光協会 ・㈱三晃設備工業 

・水野泰正税理士事務所 ・㈱エヌ・テック ・いすゞ自動車中部㈱ ・新田自動車㈱ ・㈱古太神 ・㈱清水建設 

・ｷﾞｬﾗﾘｰ&ｶﾌｪ 心花洞 ・明善寺郷土館 ・㈱タナカ（田中石油） ・寿美吉旅館 ・㈲大宮自動車 ・㈲舟山バス 

・スポーツショップイネ ・㈱丸三モータース ・合掌民宿 大田屋 ・白弓荘 ・お宿 湯の里 ・お宿 白山館 

・合掌乃宿 孫右ェ門 ・そば処 乃むら ・濃州刀剣工房 ・(業)高登建設 ・㈱飛騨ゆい河合事業部・㈲愛進建設 

・BIG M SNOW PLAN ・流葉スキー協会 ・㈱第一モータース ・楽全社 ・レミック高山㈱ ・第一物産㈱ 

・上野建設㈱ ・テクノエコ高山支店 ・高山宇部生コンクリート㈱ ・ヒダ道路㈱ ・飛騨建設㈱ ・白鳥 SC 

・ﾎﾘﾃﾞｰﾊｳｽｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ ・ｱﾙｺﾋﾟｱ自然休養村ｾﾝﾀｰ ・お食事処 いろり ・㈲田中運送 ・喫茶狩人・㈲内藤工業 

・民宿 かやぶき ・レストラン ラッキ ・㈲松下板金工業 ・高山ダイハツ㈱ ・㈱シモダ道路 ・とらがりくん 

・ロッジくるみ ・㈲ひるがの別荘管理ｾﾝﾀｰ ・㈱蛭ヶ野商事 ・㈱和田工業所 ・クサカベレーシング 

・白川郷の湯 ・お土産ぜん助 ・今藤商店 ・(業)H・C 建設 ・㈲砂原石材 ・㈱田近工務店 ・(同)アイッシュ 

・みかどや ・㈱リーサ ・デンカ生コン高山㈱ ・大栗田農園 ・はや志酒店 ・池田土建 ・宇津宮農園 

・ゼルポティエ ・ﾁｮｯﾄした料理喜楽 ・酒のつづく ・㈱ｶｰ・ﾎﾟｰﾄ・ﾏﾄﾞｶ ・共栄商事㈱・㈲杉山板金工業所 

・ディープ・フォーレスト㈱ ・三井物産フォレスト㈱ ・㈱新井組 ・国指定文化財 和田家 ・丸正建設㈱ 

・㈲津田鈑金塗装 ・㈲第一工芸 ・お宿 西本館 ・㈱中井自動車 ・神戸紙店 ・㈱白鳥交通 ・キッズひるがの 

・サンタベール奥美濃園 ・㈲尾村表装店  

・長瀬和宏 ・平田重一 ・南直樹 ・林芳忠 ・青豆善弥 ・伊藤幸平 ・桑田喜夫 ・坂下英敏 ・籠原隆 


