
五竜行事Ⅰ行事 平成31年1月19日（土）～20日（日） 申込み受付リスト

協会 所属クラブ 氏名 行事名 備考
*大阪府 アマチュアスキークラブ 影山　紀彦 検定員クリニック（ライト）
*大阪府 カムピリオスキークラブ 黒木　和義 検定員クリニック
*長野県 白馬村スキークラブ 二反田　雄一郎 検定員クリニック
*東京都 ホワイトブルー 翠尾　均 検定員クリニック（ライト）
*東京都 ホワイトブルー 鶴崎　正光 指導者研修会
*東京都 ホワイトブルースキークラブ 藤原　哲郎 検定員クリニック
*東京都 東久留米市スキー連盟 高野　修一 指導者研修会（認定）
*東京都 文京区スキー連盟 黒川　亮 検定員クリニック
*北海道 富良野スキー連盟 井上　朗 検定員クリニック
愛川町スキー協会 こまくさ　クラブ 新井　隆 養成講習会（準指）２日コース
横須賀スキー協会 Team関東スキークラブ 庄司　一彦 養成講習会（準指）２日コース
横須賀スキー協会 横須賀雪友クラブ 守屋　友貴 検定員クリニック
横須賀スキー協会 横須賀雪友クラブ 森本　薫 検定員クリニック
横須賀スキー協会 自衛隊スノーウェーヴ 衣川　剛 公認パトロール研修会 検定員クリニック
横須賀スキー協会 自衛隊スノーウェーヴ 玉澤　一志 指導者研修会
横浜スキー協会 SOSスキークラブ 倉石　えみ 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 クリスタライズスキークラブ 志田　充 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 クリスタライズスキークラブ 酒谷　寧乙 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 クリスタライズスキークラブ 武市　岳 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 てんぐすきークラブ 瀧　勝也 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 ナギサチームSNOW 工藤　晴行 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 ハマスキークラブ 田中　良樹 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 ハマスキークラブ 鈴木　裕司 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 フェスク 斎藤　英俊 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 フェスク 三井　宏之 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 横浜市教職員スキー同好会 金子　久雄 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 神奈川県庁スキー部 粟野　祐二 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 神奈川大学スキークラブ 菅田　真理 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 神奈川大学スキークラブ 藤城　仁音 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 ＳＮＯＷ　ＢＩＲＤ 山田　力 検定員クリニック
横浜スキー協会 ヴァルトスキークラブ 北村　加世子 指導者研修会（認定）
横浜スキー協会 ヴァルトスキークラブ 北村　芳明 検定員クリニック
横浜スキー協会 クラブ・ド・ネージュ 高橋　佳秀 指導者研修会
横浜スキー協会 クラブ・ド・ネージュ 秋山　隆司 検定員クリニック
横浜スキー協会 クリスタライズスキークラブ 石倉　洋二 養成講習会（正指）２日コース
横浜スキー協会 クリスタライズスキークラブ 坪井　晴人 公認パトロール研修会
横浜スキー協会 シーフェルスキークラブ 宇治　美孝 検定員クリニック（ボランティア講師）
横浜スキー協会 シュネープロストスキークラブ 平井　照純 検定員クリニック
横浜スキー協会 シュネープロストスキークラブ 龍福　伸二郎 検定員クリニック
横浜スキー協会 スキー虫クラブ 山野　義光 指導者研修会
横浜スキー協会 てんぐすきークラブ 五島　千佳子 指導者研修会
横浜スキー協会 てんぐすきークラブ 杉山　京子 指導者研修会
横浜スキー協会 てんぐすきークラブ 長谷川　智樹 検定員クリニック
横浜スキー協会 てんぐすきークラブ 藤掛　昇 検定員クリニック
横浜スキー協会 ドルフィン　スキークラブ 坂本　佳彦 検定員クリニック（ライト）
横浜スキー協会 バディースキークラブ 煤田　和彦 検定員クリニック
横浜スキー協会 ハマスキークラブ 吉田　翔真 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 ビーハイヴスキークラブ 江藤　陽子 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 ビーハイヴスキークラブ 小高　富美忠 指導者研修会（ボランティア講師）
横浜スキー協会 ビーハイヴスキークラブ 小高　由佳 指導者研修会（ボランティア講師）
横浜スキー協会 ビーハイヴスキークラブ 小塚　敬朗 養成講習会（準指）２日コース
横浜スキー協会 ビーハイヴスキークラブ 菅野　克敏 公認パトロール研修会
横浜スキー協会 横浜Ｓ．Ｏ．Ｓスキークラブ 川名　信義 検定員クリニック
横浜スキー協会 横浜スキー同好会 戸田　雅人 検定員クリニック
横浜スキー協会 横浜スポーツマンクラブ 岸　弘治 検定員クリニック
横浜スキー協会 横浜スポーツマンクラブ 岩切　俊憲 公認パトロール研修会
横浜スキー協会 横浜スポーツマンクラブ 志村　法之 検定員クリニック
横浜スキー協会 横浜スポーツマンクラブ 小泉　結花里 指導者研修会（ライト）
横浜スキー協会 横浜スポーツマンクラブ 小泉　長武 検定員クリニック（ライト）
横浜スキー協会 横浜スポーツマンクラブ 鶴巻　信夫 指導者研修会（ライト）
横浜スキー協会 横浜スポーツマンクラブ 田子　亜希子 養成講習会（正指）２日コース
横浜スキー協会 横浜ペガサススキークラブ 嶋田　幸誠 指導者研修会（ライト）
横浜スキー協会 横浜ペガサススキークラブ 落合　章則 検定員クリニック（ライト）
横浜スキー協会 横浜ペガサススキークラブ 濱崎　一央 検定員クリニック
横浜スキー協会 横浜市教職員スキー同好会 小松　功治 検定員クリニック（ボランティア講師）
横浜スキー協会 横浜市教職員スキー同好会 小林　孝志 指導者研修会
横浜スキー協会 横浜市教職員スキー同好会 真壁　拓也 指導者研修会
横浜スキー協会 横浜市教職員スキー同好会 中野　眞男 指導者研修会
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協会 所属クラブ 氏名 行事名 備考
横浜スキー協会 横浜市教職員スキー同好会 奈良　浩 検定員クリニック
横浜スキー協会 横浜市水道局スキー部 亀江　直樹 指導者研修会（ボランティア講師）
横浜スキー協会 横浜新雪スキークラブ 宮川　和也 指導者研修会
横浜スキー協会 横浜新雪スキークラブ 山口　龍郎 検定員クリニック
横浜スキー協会 横浜新雪スキークラブ 清水　麻紀 検定員クリニック
横浜スキー協会 横浜新雪スキークラブ 唐鎌　祥代 検定員クリニック
横浜スキー協会 慶大スキッピースキークラブ 櫻井　貴之 指導者研修会
横浜スキー協会 神奈川県庁スキー部 松田　謙一 検定員クリニック（ライト）
横浜スキー協会 神奈川県庁スキー部 齋藤　惠 指導者研修会（ライト）
横浜スキー協会 雪浜スキークラブ 三宅　正人 検定員クリニック（ボランティア講師）
横浜スキー協会 千代田化工建設スキー部 鯨井　美樹 指導者研修会
横浜スキー協会 千代田化工建設スキー部 石原　敦 指導者研修会
横浜スキー協会 千代田化工建設スキー部 大根　圭二 指導者研修会
横浜スキー協会 千代田化工建設スキー部 木方　康一郎 指導者研修会
横浜スキー協会 千代田化工建設スキー部 野原　亨 検定員クリニック
横浜スキー協会 千代田化工建設スキー部 脇　祥之 指導者研修会
横浜スキー協会 東芝電波プロダクツＳＮＯＷ ＷＩＮＧ 寺本　成宏 検定員クリニック
横浜スキー協会 東芝電波プロダクツＳＮＯＷ ＷＩＮＧ 川端　亮之進 検定員クリニック（ボランティア講師）
鎌倉スキー協会 ジョビアルスキークラブ 南谷　誠 公認パトロール研修会 検定員クリニック
茅ヶ崎スキー協会 スキーチーム茅ヶ崎 細井　雄一 検定員クリニック（ライト）
茅ヶ崎スキー協会 逢の峰スキークラブ 笹生　修一 検定員クリニック
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 太刀川　純孝 養成講習会（準指）２日コース
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 本杉　隆好 養成講習会（準指）２日コース
厚木市スキー協会 ソニー厚木スキークラブ 伊集院　誠司 検定員クリニック（ライト）
厚木市スキー協会 ソニー厚木スキークラブ 奥野　健一 検定員クリニック
厚木市スキー協会 ソニー厚木スキークラブ 甘利　浩一 指導者研修会
厚木市スキー協会 ソニー厚木スキークラブ 市村　薫 指導者研修会
厚木市スキー協会 ソニー厚木スキークラブ 水津　厳 検定員クリニック（ライト）
厚木市スキー協会 ソニー厚木スキークラブ 藤村　和弘 指導者研修会
厚木市スキー協会 ソニー厚木スキークラブ 二家　忠之 指導者研修会（ライト）
厚木市スキー協会 ソニー厚木スキークラブ 福本　浩昭 養成講習会（正指）２日コース
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 井下　一郎 検定員クリニック
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 佐藤　公彦 検定員クリニック
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 青木　文明 検定員クリニック
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 丹呉　眞澄 指導者研修会
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 長沼　猛 検定員クリニック
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 浜野　信治 検定員クリニック
厚木市スキー協会 厚木スキークラブ 圓谷　和雄 養成講習会（正指）２日コース
三浦市スキー協会 スノーラヴァーズ 熊木　聡 養成講習会（準指）２日コース
三浦市スキー協会 スノーラヴァーズ 高橋　一哲 指導者研修会（認定）
三浦市スキー協会 スノーラヴァーズ 坂詰　信夫 検定員クリニック
三浦市スキー協会 スノーラヴァーズ 寺本　光一 養成講習会（準指）２日コース
三浦市スキー協会 スノーラヴァーズ 中川　明 指導者研修会
三浦市スキー協会 スノーラヴァーズ 長谷川　美千代 検定員クリニック（ボランティア講師）
小田原スキー協会 神奈川雪友スキークラブ 鹿野　純一 養成講習会（準指）２日コース
小田原スキー協会 HOSCスキークラブ 本間　昭治 検定員クリニック
小田原スキー協会 アールベルグスキークラブ 本間　奈緒美 検定員クリニック
小田原スキー協会 エリアスキー同好会 島津　義嗣 検定員クリニック
小田原スキー協会 神奈川雪友スキークラブ 清水　岩夫 指導者研修会
小田原スキー協会 神奈川雪友スキークラブ 茂川　郁夫 養成講習会（正指）２日コース
小田原スキー協会 神奈川雪友スキークラブ 鈴木　順 指導者研修会
秦野市スキー協会 スタンレー電子スキークラブ 矢木　宏明 養成講習会（準指）２日コース
秦野市スキー協会 秦野スキークラブ 二宮　信雄 養成講習会（正指）２日コース
秦野市スキー協会 日立ＥＳＤスキークラブ 一森　一修 指導者研修会
逗子スキー協会 逗子シニアスキー愛好会 坂本　恵子 指導者研修会
川崎スキー協会 ジャンボスキークラブ 竹下　俊也 養成講習会（準指）２日コース
川崎スキー協会 雪稜スキークラブ 浅井　政司 養成講習会（準指）２日コース
川崎スキー協会 川崎スキークラブ 永谷　康二 養成講習会（準指）２日コース
川崎スキー協会 川崎スキークラブ 馬場　圭美 養成講習会（認定）２日コース
川崎スキー協会 Technical　Force 中谷　耕一 指導者研修会（ライト）
川崎スキー協会 Technical　Force 中谷　美砂 検定員クリニック
川崎スキー協会 ウィ！！スキークラブ 井上　かおり 検定員クリニック（ライト）
川崎スキー協会 ウィ！！スキークラブ 藤原　嘉夫 検定員クリニック
川崎スキー協会 ウィ！！スキークラブ 峯松　千津子 指導者研修会（認定）
川崎スキー協会 ウィ！！スキークラブ 鈴木　茂英 検定員クリニック（ボランティア講師）
川崎スキー協会 スターボードスキークラブ 坂上　祥一 指導者研修会（ライト）
川崎スキー協会 スターボードスキークラブ 藤森　徳英 指導者研修会（ライト）
川崎スキー協会 スターボードスキークラブ 宝田　元大 指導者研修会（ライト）
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協会 所属クラブ 氏名 行事名 備考
川崎スキー協会 三菱ふそうスキー部 伊藤　英樹 検定員クリニック
川崎スキー協会 三菱ふそうスキー部 横田　吉平 指導者研修会
川崎スキー協会 三菱ふそうスキー部 吉田　恵 指導者研修会（ライト）
川崎スキー協会 三菱ふそうスキー部 小松　利行 検定員クリニック
川崎スキー協会 川崎スキークラブ 丸山　しのぶ 検定員クリニック
川崎スキー協会 川崎スキークラブ 向井　加寿子 指導者研修会
川崎スキー協会 川崎スキークラブ 西山　やえ子 指導者研修会
川崎スキー協会 川崎スキークラブ 大場　敏行 養成講習会（正指）２日コース
川崎スキー協会 川崎ユーベルスキークラブ 三橋　英雄 検定員クリニック
川崎スキー協会 中原リーゼンスキークラブ 須田　佳代子 検定員クリニック
川崎スキー協会 中原リーゼンスキークラブ 西山　伸也 検定員クリニック（ライト）
川崎スキー協会 中原リーゼンスキークラブ 長谷川　昇一 検定員クリニック
川崎スキー協会 中原リーゼンスキークラブ 渡辺　三郎 指導者研修会
川崎スキー協会 中原リーゼンスキークラブ 矢野　雄一 指導者研修会
川崎スキー協会 東芝スキークラブ 丸山　聡 指導者研修会（ライト）
川崎スキー協会 東芝スキークラブ 大塚　英生 検定員クリニック（ライト）
川崎スキー協会 東芝スキークラブ 大内　和也 検定員クリニック（ライト）
川崎スキー協会 東芝スキークラブ 中尾　洋 検定員クリニック
相模原市スキー協会 サンタクロース 谷田部　光則 養成講習会（準指）２日コース
相模原市スキー協会 山びこクラブ 荒野　正人 養成講習会（準指）２日コース
相模原市スキー協会 雪朋スキークラブ 千葉　健二 養成講習会（準指）２日コース
相模原市スキー協会 アガペスキークラブ 八木　智英子 指導者研修会（ボランティア講師）
相模原市スキー協会 スキークラブ・カメ 桑原　伸 検定員クリニック
相模原市スキー協会 ニコニコエンジョイスキークラブ 大橋　正幸 検定員クリニック
相模原市スキー協会 ニコニコエンジョイスキークラブ 茶谷　雅夫 指導者研修会（ライト）
相模原市スキー協会 雪朋スキークラブ 近藤　幸男 養成講習会（正指）２日コース
相模原市スキー協会 雪朋スキークラブ 佐藤　浩一 検定員クリニック
相模原市スキー協会 雪朋スキークラブ 山口　亜美 検定員クリニック
相模原市スキー協会 相雪スキークラブ 高橋　一恵 検定員クリニック
相模原市スキー協会 相雪スキークラブ 樋川　晃浩 検定員クリニック（ライト）
相模原市スキー協会 相模湖スキークラブ 榎本　稔 指導者研修会
相模原市スキー協会 相模湖スキークラブ 山崎　竜人 検定員クリニック
相模原市スキー協会 相模湖スキークラブ 秋山　哲雄 指導者研修会
相模原市スキー協会 白銀スキークラブ 臼井　講吉 検定員クリニック
相模原市スキー協会 白銀スキークラブ 栄居　正樹 検定員クリニック
相模原市スキー協会 白銀スキークラブ 田本　孝志 検定員クリニック
大和市スキー協会 まつりスキークラブ 山野　修一 養成講習会（準指）２日コース
大和市スキー協会 大和スキー同好会 北村　元気 指導者研修会
藤沢スキー協会 藤沢スキークラブ 田畑　隆司 養成講習会（準指）２日コース
藤沢スキー協会 いすゞ藤沢スキー部 岡田　磯二 検定員クリニック（ライト）
藤沢スキー協会 いすゞ藤沢スキー部 高橋　伸次 検定員クリニック（ライト）
藤沢スキー協会 いすゞ藤沢スキー部 西山　裕美 検定員クリニック（ライト）
藤沢スキー協会 いすゞ藤沢スキー部 青山　英孝 指導者研修会（ライト）
藤沢スキー協会 いすゞ藤沢スキー部 大熊　俊光 検定員クリニック
藤沢スキー協会 シルバースパークレーシングクラブ 土屋　直樹 公認パトロール研修会 検定員クリニック
藤沢スキー協会 荏原スキー部 山崎　智一 検定員クリニック
藤沢スキー協会 荏原スキー部 山崎　峰左子 検定員クリニック
藤沢スキー協会 荏原スキー部 川村　毅 指導者研修会
平塚スキー協会 平塚スキークラブ 高橋　元 養成講習会（準指）２日コース
平塚スキー協会 平塚スキークラブ 山口　智也 養成講習会（準指）２日コース
平塚スキー協会 平塚スキークラブ 松下　直輝 養成講習会（準指）２日コース
平塚スキー協会 平塚スキークラブ 山口　栄一 検定員クリニック

※協会名・クラブ名でまとめています。 3/3


