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SAGパートナーの皆様へ 岐阜県スキー連盟 〒506-0004

1年間のご支援ありがとうございました。 岐阜県高山市桐生町2-389JAひだ桐生支店2F

岐阜県スキー連盟の選手の活躍と事業報告をいたします。 TEL：0577-34-3133　　 FAX：0577-36-5422　

Mail：sag@hidatakayama.ne.jp

会長挨拶

岐阜県スキー連盟会長 坂田 誠有 

第１回常任理事会 第７１回国体・第６６回中部日本予選会 教育部全体会議

第１回理事会・評議員会 第3回 岐阜県スラローム大会 指導員研修会（理論）

会長・副会長・理事長会議 指導員研修会（実技・理論）第１会場

第２回常任理事会 第５４回全国中学校スキー大会 指導員研修会（実技・理論）第２会場

第７２回国体・第６７回中部日本予選会役員派遣 第７２回国民体育大会 第４８回岐阜県スキー技術選手権大会

第６７回中日本スキー大会役員派遣 2017きはし東海北陸ﾓｰｸﾞﾙ競技会(FS) 第４０回東海北陸スキー技術選手権大会

第７２回国体役員派遣 TOKOCup第7回 岐阜県ﾕｰｽｽｷｰ選手権大会 指導員検定会（第４会場）

第３回常任理事会 朴の木平ﾏｽﾀｰｽﾞｱﾙﾍﾟﾝ大会(MS) 準指導員検定会

総務部会７月３１日決算 2017FIS読売カップほおのき平GS大会 第５４回全日本スキー技術選手権大会

沢山の選手・役員が全日本スキー連盟の代表として活躍しています。

2017/2018 Japan Ski Team　 2017/2018 Japan Ski Team　

【ノルディックコンバインド】 【クロスカントリー】

永井　秀昭  1983年9月5日  小林　由貴  1987年11月1日

岐阜日野自動車スキークラブ 岐阜日野自動車スキークラブ 

2017/2018 Japan Ski Team　 2017/2018 Japan Ski Team　

【フリースタイル】 【スノーボードハーフパイプ】

堀島　行真  1997年12月11日  口寸保　頼央  2001年6月9日

中京大学（池田町出身） 高鷲ｽﾉｰﾊﾟｰｸスキークラブ

【コーチ・トレーナー】 クロスカントリーBチームトレーナー藤原 良次　岐阜日野自動車スキークラブ

アルペン　男女ジュニアコーチ 井上　春樹  郡上レーシング 

パラリンピックアスリート強化指定選手として岐阜県から9名の選手が指定も受けております。ピョンチャンオリンピックに出場し活躍が期待できる選手も出てまいりました。

  今シーズンは、『光り輝け舞い上がれ高山郡上の雪とともに』をスローガンに、第67回全国高等学校スキー大会が県内２市で開催されます。定期的な大会誘致を追い

風としてジュニアの育成、競技力向上に努めるとともに、楽しく魅力あるスキーの普及、スキー愛好者の拡大を図っていく所存でございますが、私たちスキー連盟にも

少子高齢化の波は、大きく影響し、スキー登録会員の減少による会費の収入減により大会運営費、選手強化費、普及活動費の捻出に苦慮しているところでございます。

諸事多難の折誠に恐縮では、ございますが、岐阜県スキー連盟【SAGパートナー】としてご加入賜り、広告、協賛に格別のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

　謹啓　時下ますますご隆盛のこととお慶び申し上げます。平素は、私たち岐阜県スキー連盟の活動に、格別のご理解、ご支援を賜り深く感謝申し上げます。

また、【SAGパートナー】として広告･協賛に多大なご厚情を賜り厚く御礼申し上げます。

　先シーズンは、2シーズン続きで降雪が遅く、雪上トレーニングも場所の確保に苦労し、各種の大会運営におきましてもコースを変更したり、短縮して行うことを余儀なく

されたシーズンでありました。そういった中でも、第7２回長野国体に於いて天皇杯得点5１点を挙げ、7位入賞を果たすことができました。特にクロスカントリー種目では、

優勝者2名、2位1名、成年男子リレー2位と、素晴らしい成績でした。アルペン種目においては、入賞は、少なかったですが次に繋がる活躍をしてくれました。世界選手権

フリースタイルモーグル男子では、日本選手で初めての2種目制覇。　北海道で行われたアジア大会では、クロスカントリー女子一人で金メダル4個獲得、又オリンピック･

２０１６／２０１７　事業報告

総務本部 競技本部 教育本部
平成28年8月27日

平成29年2月25日
               ～26日

平成29年  2月 3日
               ～ 4日

平成28年12月3日

平成29年1月22日
               ～24日

平成29年1月 14日
             ～15日

平成29年2月  1日
               ～  8日

平成29年2月24日
               ～26日

競技本部

全日本スキー連盟 2017/2018強化選手

平成29年1月18日
               ～20日

平成29年4月 1日
                ～3日

平成28年6月26日

平成28年9月17日

平成29年1月14日
               ～15日

平成28年10月30日

平成29年2月14日
               ～17日

平成29年 2月24日
               ～26日

平成29年6月3日

第６７回中部日本スキー大会
第４９回東海北陸中学校スキー大会

平成29年1月22日
               ～24日

平成29年2月14日
               ～17日

平成29年 1月21日
               ～22日

平成28年12月10日
                ～11日

平成29年1月14日
              ～15日

平成28年10月29日

平成29年3月 8日
               ～ 9日

平成29年 3月  5日
               ～12日

平成29年3月20日
              ～22日

平成29年3月19日 第１２回岐阜県スキーマスターズ選手権大会
ﾏｰｶｰﾌｫﾙｸﾙﾀﾞﾙﾍﾞﾛCUP
第7回東海ユース選手権大会

平成29年7月13日

平成29年  3月 4日
               ～ 6日
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（札幌市）

【フリースタイル】 【クロスカントリー】

男子モーグル　 優勝 堀島　行真 女子５ｋｍクラシカル 優勝 小林　由貴

男子デュアルモーグル　 優勝 堀島　行真 女子１０ｋｍフリー 優勝 小林　由貴

世界選手権において日本人初の2種目制覇を達成しました 女子１５ｋｍマススタート 優勝 小林　由貴

女子４×５ｋｍリレー 優勝 小林　由貴　他３名

女子１５キロフリー・マススタート

　力走する小林由貴（１）、大林千沙（２）＝白旗山（共同）ＪＯＣ　HPより

男子デュアルモーグル優勝した

堀島行真＝さっぽろばんけい（共同）　ＪＯＣ　ＨＰより

スキー競技　天皇杯　７位

（成年男子リレー 2位三島･西本･佐藤・成瀬）

国体入賞者及び上位成績者

【クロスカントリー競技】 【ジャイアントスラローム競技】

成年男子A　１０Kmクラシカル ２位 佐藤 友樹　　岐阜日野自動車株式会社 成年男子A ６位 光井 恭平　キープワンSC

成年男子B　１０Kmクラシカル 優勝 成瀬 開地　　岐阜日野自動車株式会社 １５位 山越 涼平 　東海大学

成年女子B　５Kmクラシカル 優勝 小林 由貴　　岐阜日野自動車株式会社 成年女子A ２０位 中谷 美月 　 大東文化大学 

成年男子リレー ２位 三島･西本･佐藤・成瀬 成年男子B ９位 上町 智 　　 飛騨特別支援学校

少年男子リレー ９位 西本・柿本・幅上・沖田 １８位 瀬木 智史　 高山信用金庫 

【コンバインド競技】 成年男子C ９位 池田 晃 　　 岐阜日野自動車株式会社 

 成年男子A ７位 傳田 翁玖 岐阜日野自動車株式会社 １８位 山田 武 　　 キープワン SC

【スペシャルジャンプ競技】 成年女子Ｂ １５位 船坂 友希　 高山信用金庫

成年男子B ４位 小山 祐 　岐阜日野自動車株式会社 少年女子 １０位 今村 優希 　 飛騨高山高等学校

少年男子 １０位 益戸 優磨  　飛騨神岡高等学校 

（成年男子Ａ10ｋｍｸﾗｼｶﾙ2位佐藤 友樹） （成年男子Ａｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ6位光井　恭平）

第８回アジア冬季競技大会

競技本部　大会報告

競技本部　大会報告

ながの銀嶺国体（八方尾根スキー場）
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（山形県赤倉温泉スキー場） （群馬県尾瀬戸倉スキー場）

【ジャイアントスラローム競技】 【ジャイアントスラローム競技】

女子 １４位 黒木　玲名 宮中学校 女子 ２９位 今村　優希 飛騨高山高校

男子 ６位 新谷　翔也　 白川中学校 男子 １３位 益戸　優磨 飛騨神岡高校

１９位 谷口　皓生 神岡中学校 【スラローム競技】

女子 １４位 今村　優希 飛騨高山高校

（雫石スキー場）

【Ｋ２　ジャイアントスラローム競技】

  男子 ６位 新谷 翔也 　 白川中学校

【Ｋ1　回転競技】

女子 １４位 深澤 菜月 朝日ジュニアスキー

1７位 谷口 綾 流葉スキー協会

（GS６位新谷翔也選手）

（安比高原スキー場）

【ジャイアントスラローム競技】

第１戦Ｂクラス １４位 三島 孝三 荘川SC  

第２戦Ｂクラス １０位 三島 孝三 荘川SC

(北海道ルスツリゾート)

男子 女子

１５位 石水 克友 朴の木平ＳＣ １０位 石水　愛　　 　朴の木平ＳＣ

５０位 金子　祐大 国府SC １５位 小川　絵梨香 朴の木平ＳＣ 男子 女子

２位 石水 克友 朴木平ＳＣ １位 小川　絵梨香 朴木平ＳＣ

５位 金子　祐大 国府SC ３位 石水　愛　　　朴の木平ＳＣ

６位  簑島 治明  高鷲SC １５位 竹嶋　ひとみ 大垣スキー協会

９位 上瀬　泰幸　高山市スキー協会 １７位 切手　加代 アルコピアＳＣ

１９位 島野　順平　モンデウスSC

女子10位石水　愛選手

(上越国際スキー場)

フリースタイル男子 フリースタイル女子

１７位 木岡　孝之 朴の木平ＳＣ ６位 淺野　詩織　アルコピアＳＣ

第５4回全日本スキー技術選手権大会決勝進出の岐阜県選手団

教育本部　大会報告

第1４回スノーボード技術選手権大会

第４９回東海北陸ブロックスキー技術選手権大会

競技本部　大会報告

全国高等学校スキー大会

競技本部　大会報告

ＪＯＣ　Ｊｒオリンピックカップ

教育本部　大会報告

全国中学校スキー会

第５4回全日本スキー技術選手権大会

教育本部　大会報告

全日本マスターズスキー選手権

競技本部　大会報告

競技本部　大会報告
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SAGパートナーの皆様

協賛団体様 （敬称略） 個人協賛者様 （敬称略）
㈱高山エース旅行センター ・滝工房 ・きはしクリニック ・瀧川　保 ・大宮　民安 ・柏木　博行

・ジャパンTV中京 ・㈲西建築 ・㈱清水建設 ・青豆　善弥 ・関　直人 ・藤尾　正博

・池畑商店 ・ディープ・フォレスト㈱ ・(業)高登建設 ・佐藤　昌治 ・沢之向　光 ・後藤　大輔

・テクノエコ高山支店 ・㈱カーポートまどか ・㈱飛騨ゆい河合事業部 ・塚谷　哲司 ・長瀬　和宏 ・林　芳忠

・第一物産㈱ ・共栄商事㈱ ・(業)H・C建設 ・北澤　仁 ・松葉　弘幸 ・岡田　和弘

・楽全社 ・三井物産フォレスト㈱ ・㈲湯峰畜産 ・道鬼　富博 ・柚原　榮 ・岡田　善徳

・上野建設株式会社 ・㈱タナカ（田中石油） ・まるじん ・水野　敏明 ・浅野　雅彦 ・南　直樹

・飛騨建設株式会社 ・(同)アイッシュ ・㈱あらき ・坂下　英敏 ・柚村　勝平 ・堀江　哲史

・カーポイント158 ・石塚業務店 ・岐阜トヨタ自動車㈱高山店 ・伊藤　幸平

・㈱NAO ・日産プリンス飛騨販売 ・㈲津田鈑金塗装

・ﾎﾘﾃﾞｰﾊｳｽｸﾞﾘｰﾝｶﾞｰﾃﾞﾝ ・トーヨー事務機㈱ ・第一工芸

・㈱ひるがの商事 ・みかどや ・寿美吉旅館

・鷲ヶ岳ｽｷｰ･ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ ・㈱相和コンサルタント ・高山ダイハツ㈱ 協力者様 （敬称略）
・㈱SPA ・チョットした料理　喜楽 ・㈱ロビン ・外筬　雅之 ・中井　洋 ・高城　勝夫

・大栗田農園 ・和食処　香梅 ・ゼルポティエ ・宮腰　一臣 ・石塚　士朗 ・岩本　和彦

・BIG M SNOW PLAN ・坂上建設㈱ ・流葉スキー協会 ・竹内　肇 ・本田　宏尚 ・曽我　喜博

・はや志酒店 ・ぜんとく企画 ・Hit net TV！ ・横井　充晴 ・野村　昭吾 ・小田　松尚

・㈲アイエルピー ・いすゞ自動車 ・ホワイトルンゼ ・坂田　誠有 ・柚原　榮 ・森本　文夫

・ゆきんこ ・㈱新井組 ・㈱マツケン ・水野　敏明 ・大平　茂 ・札脇　正直

・お食事処　いろり ・新田自動車㈱ ・㈲アプロ工業 ・吉川　慶 ・川尻　喜益 ・桑田　喜夫

・㈲田中運送 ・㈱古太神 ・ｷﾞｬﾗﾘｰ&ｶﾌｪ　心花洞 ・林　芳忠 ・黒木　義弘 ・中畑　和幸

・小坂建設㈱ ・㈱リバーアップ ・国指定重要文化財 和田家 ・内木　建治 ・岡田　和弘 ・北澤　仁

・民宿　かやぶき ・レストラン ラッキ ・喫茶 狩人 ・水田　奈央生 ・永井　正信 ・道鬼　富博

・丸正建設㈱ ・㈲山下木材 ・明善寺郷土館 ・松葉　弘幸 ・高橋　祐介 ・中村　昭一

・㈲彩美社 ・㈲みやこし電器 ・高山宇部生コンクリート㈱ ・山越　祐介 ・足立　正人 ・柚村　勝平

・奥飛騨開発㈱ ・大吉シール ・デンカ生コン高山㈱ ・瀧川　勝 ・長瀬　和弘 ・浅野　雅彦

・㈲愛進建設 ・手打ちそば　中仁 ・レミック高山㈱ ・坂下　英敏 ・面手　一史 ・南　直樹

・㈱三晃設備工業 ・グリーン体験宿 ・いっぷく　ちな ・伊藤　幸平 ・森　尚人 ・下畑　由衛

・㈱カマケン ・甚左衛門 ・電源開発㈱御母衣電力所 ・桂川　一二 ・中澤　徹 ・堀江　哲史

・㈲大宮自動車 ・㈱吉城コンピュータ ・旅館　くろゆり荘

・㈲舟山バス ・ビストロボンヌ ・合掌乃宿　孫右ェ門

・スポーツショップイネ ・古川スキー協会 ・そば処　乃むら

・美笠建設㈱ ・ ﾓｰﾋﾞﾙｽﾎﾟｰﾂｼｮｯﾌﾟオオシモ ・㈱和田工業所 協力クラブ様 （敬称略）
・㈲ひるがの別荘管理ｾﾝﾀｰ ・ピピン ・クサカベレーシング ・古川スキー協会 ・岐阜日野自動車SC ・キープワンSC

・中井自動車 ・㈱丸三モータース ・白川郷ﾗｰﾒﾝ　ずんどう ・デイリー郡上クラブ ・ウイングヒルズSC ・高山市スキー協会

・お宿　西本館 ・しらおスキー場 ・白川郷の湯 ・朴の木平SC ・高山工業高校 ・流葉スキー協会

・とらがりくん ・白鳥スキークラブ ・合掌民宿　大田屋 ・アルコピアSC ・高鷲SC ・白川郷SC

・ロッジくるみ ・西田農園 ・白弓荘 ・高鷲スノーパークSC ・大垣スキー協会 ・国府SC

・㈲みやこし電器 ・山脇果樹園 ・盛善 ・モンデウスSC ・大日岳SC ・めいほうSC

・甚左衛門 ・㈱瀬木油店 ・お宿　湯の里 ・白鳥SC ・郡上カネコレーシング

・手打ちそば　中仁 ・㈲西山鐵工 ・お宿　白山館 ・パジェロ製造㈱スキー部

・大吉シール ・喫茶パロット ・トラストワークス

・㈲山下木材 ・朴の木平ｽｸｰﾙねーねー ・美笠建設㈱

・飛騨一之宮グリーン体験宿 ・スカイライン自動車 ・㈲内藤工業

・サンタベール奥美濃園 ・レストハウスEBISU ・㈲杉山板金工業所

・㈱白鳥交通 ・水野泰正税理士事務所 ・ローラースキーみや

・味邦園（水口康太郎） ・岳見山荘 ・内木農園

・SAGスノーボード部

4 ページ


