
2020 総務本部・専門委員

【規約・規程委員】

河邉  邦彦 規約・規程定委員 佐々木　生道 規約・規程定委員 川村  一広 規約・規程定委員

横　浜 横浜ペガサススキークラブ 横　浜 ハマスキークラブ 川　崎 三菱ふそうスキー部

勝島  忠秋 規約・規程定委員 小谷  　誠 規約・規程定委員 河田　清市 規約・規程定委員

横須賀 鎌　倉 ジョビアルスキークラブ 横須賀

河田   清志 規約・規程定委員 鈴木  雅樹 規約・規程定委員 佐々木香夜子 規約・規程定委員

厚木市 ソニー厚木スキークラブ 小田原 富士小田原スキー部 平　塚 平塚スキークラブ

前島　近 規約・規程定委員

大和市 まつりスキークラブ

新堀奈穂子 担当総務本部理事 高柴　一彦 副担当総務本部理事

川　崎 川崎スキークラブ 川　崎 雪稜スキークラブ

【広報委員】

守谷  紀幸 広報委員・委員長 森　裕美 広報委員 中里  健二 広報委員

横須賀 横須賀市役所スキー部 秦野市 日立ＥＳＤスキークラブ 大和市 スキークラブどんぐり

高木 　豊 広報委員 佐藤　公宣 広報委員 佐藤　英樹 広報委員

厚木市 ソニー厚木スキークラブ 綾瀬市 海上自衛隊厚木スキークラブ 厚木市 厚木スキークラブ

佐野　肇 広報委員 鈴木　和弥

横　浜 てんぐスキークラブ 川   崎 川崎スノーボード

百海　 廷 担当総務本部理事 山田　邦博 副担当総務本部理事

藤　沢 いすゞ藤沢スキー部 横　浜 横浜スベロー会

【総務委員】
総務委員 阿部  文善 総務委員 山岸　亮良 総務委員

横須賀 アルファースキークラブ 厚木市 ソニー厚木スキークラブ 横須賀 横須賀雪友クラブ

山田　耕太 総務委員

大和市 まつりスキークラブ

百海　 廷 担当総務本部理事 山田　邦博 副担当総務本部理事

藤　沢 いすゞ藤沢スキー部 横浜 横浜スベロー会

【普及振興委員会】

星野　洋昭 普及振興委員 松下　誉久 普及振興委員 阿部  文善 普及振興委員

横　浜 ドルフィンスキークラブ 平　塚 平塚スキークラブ 厚木市 ソニー厚木スキークラブ

八子　順姫 普及振興委員 小峰　あき子 川田　光代

川   崎 川崎スノーボード 川   崎 川崎スノーボードクラブ 大和市 大和スキー同好会

百海　 廷 担当総務本部理事 國島みどり 副担当総務本部理事

藤　沢 いすゞ藤沢スキー部 小田原

【ハンディキャップ委員】

国島みどり ハンディキャップ委員 越前谷  芳隆 ハンディキャップ委員 二階堂　潤 ハンディキャップ委員

小田原 横　浜 横浜SOS スキークラブ 平　塚 平塚スキークラブ

渡邉　智文 ハンディキャップ委員 岩渕　一彦 ハンディキャップ委員 辻内　賢一 ハンディキャップ委員

小田原 トライアルスキークラブ 相模原市 ＳＣスノーバード 横　浜

鈴木　聖貴 ハンディキャップ委員 沖川　悦三 ハンディキャップ委員 井上　英年 ハンディキャップ委員

小田原 小田原 トライアルスキークラブ 小田原

筑田　則和

トライアルスキークラブトライアルスキークラブ

日立横浜スキー部

トライアルスキークラブ

トライアルスキークラブ



内海　弘和 ハンディキャップ委員 山内　望 ハンディキャップ委員 佐野　肇 ハンディキャップ委員

川　崎 ジャンボスキークラブ 伊勢原市 湘南スキークラブ 横　浜 てんぐスキークラブ

町田　智子 ハンディキャップ委員

相模原市

國島みどり 担当総務本部理事 百海　 廷 副担当総務本部理事

藤　沢 いすゞ藤沢スキー部

【役員候補選考委員会】

河邉　 邦彦 01横浜 鈴木　英一 02横浜 小沼　裕司 03横浜

横   浜 横浜ペガサススキークラブ 横   浜 横浜スポーツマンクラブ 横   浜 ハマスキークラブ

森山　明 04横浜 西田　悌彦 05横浜 飯塚　雅士 06横浜

横   浜 横浜スキー同好会 横   浜 日立システムズスキー部 横   浜 横浜スキー同好会

小川　善継 07横浜 東島　孝憲 08横浜 佐藤  茂之 09横浜

横   浜 ドルフィンスキークラブ 横   浜 ハーバースキークラブ 横   浜 横浜市教職員スキー同好会

白沢　達夫 10横浜 川村  一広 11川崎 藤田まゆみ 12川崎

横   浜 高体連A 川   崎 三菱ふそうスキー部 川   崎 ＢＵＬＣＩＫＳ

山内　　隆 13川崎 宮田光太郎 14川崎 柴田　裕直 15川崎

川   崎 川崎スキークラブ 川   崎 ＮＥＣプラットフォームズスキークラブ 川   崎 東芝スキークラブ

中森　 博文 16相模原市 高嶋　孝幸 17大和市 平賀　輝昭 18厚木市

相模原市 相模湖スキークラブ 大和市 スキークラブどんぐり 厚木市 日産自動車ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰｽｷｰ部

波多野　好 19綾瀬市 川岸  保貴 20愛川町 大賀　栄 21座間市

綾瀬市 綾瀬中央スキークラブ 愛川町 愛川スキークラブ 座間市 ＺＡＭＡスキークラブ

黒川　正孝 22逗子 小泉  雄二 23横須賀 柴田　浩治 24鎌倉市

逗   子 逗子スキークラブ 横須賀 チーム関東スキークラブ 鎌　倉 三菱電機大船スキー部

小川　亮 25藤沢 笹生　修一 26茅ヶ崎 坂詰　信夫 27三浦市

藤　沢 スノードロップス スキークラブ 茅ヶ崎 逢の峰スキークラブ 三浦市 スノーラヴァーズ

市川　房雄 28小田原 椎橋　敬太 29伊勢原市 渡辺　一敏 30平塚

小田原 アールベルグスキークラブ 伊勢原市 湘南スキークラブ 平　塚 平塚スキークラブ

沖村　芳仁 31秦野

秦野市 日立ESDスキークラブ

新堀奈穂子 担当総務本部理事 高柴　一彦 副担当総務本部理事

川　崎 川崎スキークラブ 川　崎 雪稜スキークラブ

サンタクロース


