
競技本部長 吉川　慶

副本部長 切手直樹

北飛 中畑和幸

中北濃 岡田和弘

高体連 高橋佑介

中体連 大倉友香

副本部長 垣下大吾 本部長 吉川　慶 普及部 普及部

副本部長 澤田光宏 副本部長 垣下大吾 〃 〃

北飛 中澤　徹 〃 切手　直樹 アルペン 松井良一 競技運営委員会

中北濃 瀬上恒夫 〃 澤田光宏 水田奈央生 〃 櫻田一平 強化委員会

岐垣 北澤　仁 総務部 木戸脇千景 〃 高橋佑介 育成委員会

東濃 吉村靖和 〃 加藤千佳 中井　洋 クロスカントリー 藤本栄作 競技運営委員会

高体連 秋場　毅 足立正人 〃 西本光佑 強化/育成委員会

中体連 髙木　聡 澤田光宏 JP/CB 板本陽一 競技運営委員会

山本　克 強化・育成委員会

アルペン部長 水田奈央生

クロスカントリー部長 中井　洋

ジャンプ・コンバインド部長 足立正人

部　長 澤田光宏 部　長

部　長 部　長 水田奈央生 部　長 中井　洋 部　長 足立正人

副部長 副部長 木戸脇　千景

〃 副部長 高橋　佑介 マネージャー

アドバイザー

強化委員長 四方英樹 副部長

運営/審判/計算　統括 窪田光雄 委　員

アルペン 委員長 松井良一 委員長 櫻田一平 委員長 高橋佑介 委員長 藤本栄作 委員長 西本光佑 強化委員長兼務 西本光佑 委員長 板本陽一 委員長 山本　克 審判委員 松浦利光 〃

クロスカントリー 副委員長 石塚士朗 副委員長 大倉友香 副委員長 三上正人 副委員長 瀬上恒夫 副委員長 三島龍也 副委員長 仲田　剛 計算委員 網野周宗 〃

アドバイザー 宮腰　一臣 副委員長 森本優希 庶務 足立正人 強化コーチ 筒井正浩 アドバイザー

〃

中体連委員長 大倉　友香 ヘッドコーチ 井上春樹 ヘッドコーチ 三上正人 委　員 稲田政則 主任コーチ 三島龍也 コーチ 森本真世 委員長 室屋宏平 庶務・会計 足立正人

高体連委員長 高橋　佑介 コーチ（中体連連携） 大倉友香 フィジカル指導 佐藤絵里 〃 宮本　泰 庶　務 足立正人 〃 高木菜香 委員 下瀬正成 共通コーチ 船渡皇裕

公認大会開催地代表 飛騨ほおのき平スキー場 コーチ 上町智 コーチ 竹内学 〃 山本知巳 〃 奥原健太 〃 原正 〃 板本陽一

〃 飛騨ﾓﾝﾃﾞｳｽｽﾉｰﾊﾟｰｸ 〃 清水亮太 〃 長瀬大護 〃 野崎元久 アドバイザー 成瀬開地 〃 中洞春貴 支援コーチ 永井秀昭

セクレタリー 北村晃代 〃 山前翔吾 〃 谷村宗洋 〃 森下和正 〃 谷口晴基 〃 船渡裕太

〃 大森　景子 〃 今村優希 〃 柴田雄太郎 〃 上村二郎 〃 柿本海都 〃 小山祐

〃 橋詰　加奈 〃 中畑竣介 〃 岡田竜熙 〃 高木　聡 〃 青木徹郎 委員長 板本陽一 〃 傳田翁玖

〃 橋脇　彩 〃 谷口泰治 〃（兼務） 森本優希 〃 中井祐一 〃 寺島らな 委員 船渡皇裕

〃（兼務） 松井宏樹 〃 森前勝重 〃 山本克

サポートコーチ 希望登録者 〃 アドバイザー 旗　修子 〃 足立正人

委　員 岩塚藤嗣 ヘッドコーチ 櫻田一平

〃 宇都宮優 コーチ 水田奈央生 主　任 切手直樹 主任 山腰華奈 モンデウスＪｒ 役田一祥
〃 田尻久徳 〃（高体連連携） 高橋佑介 委　員 高木　聡 副主任 福澤比奈子 アルコピアＪｒ 南直樹
〃 谷口宗徳 〃（兼務） 森本優希 〃 方井正隆 コーチ 森下健一 朝日Ｊｒ 岩本允

〃 島野順平 〃（兼務） 松井宏樹 主担当 竹内学 〃 藤本栄作 〃 中西美幸 郡上Jr 瀬上恒夫

〃 谷村宗洋 〃 高校スキー部顧問 〃 坪内笑子

〃 岩本允

〃 中畑仁

ヘッドコーチ 高橋佑介 〃 瀧川清人

委員長 垣下大吾 コーチ 櫻田一平 〃 田中康行

副委員長 下畑由衛 〃 長瀬浩一

〃 三橋正宣

委員長 櫻田一平

副委員長 森本　優希

スノーボード部

ジャンプ・コンバインド

地域スポーツ少年団連携

フリースタイル

スノーボード SAJ-TD委員会

中学 地域スポ小連携

少年強化

強化委員会 育成委員会 競技運営委員会

クロスカントリー部

強化委員会

SAGスキークラブU18
高橋　佑介

ジャンプ・コンバインド部

フリースタイル部

育成委員会 競技運営委員会 強化・育成委員会

委員 委員 ユース強化 ユース育成 競技運営委員 成年・高校

委員長 競技運営委員会

SAJ-セッター委員会

運営小委員会 強化・育成委員会

アルペン

クロスカントリー

飛型審判小委員会

育成コーチ

成年強化

ＳＡＪ計算委員

ＴＤ小委員会

SAG：理事（会長指名）

ＳＡＧスキークラブＵ１８

普及部 アルペン部

アルペン部副部長

クロスカントリー部長

ジャンプ・コンバインド部長

フリースタイル部長

スノーボード部長

荘川中学校
（中体連）

髙木　聡 〃

ジュニア専門委員 大倉友香

アルペン部長

ユース専門委員 上町智

高山工業高校
（高体連）

秋場　毅
普及部長

フリースタイル専門委員 澤田光宏

アルペン専門委員 高橋佑介

普及部副部長

クロスカントリー専門委員 西本光佑

SAG理事 スキー担当校長 部長・委員長会

水田奈央生
アルペン ノルディック フリースタイル/スノーボード

東海北陸ブロック選出委員

アルペン委員会・強化専門委員 櫻田一平

垣下大吾 切手　直樹 澤田光宏

宇津宮優

ＳＡＧスキークラブＵ１８ 副本部長 副本部長 副本部長 高橋佑介

　　　2022-23　岐阜県スキー連盟競技本部 （案）                     

SAG：常任理事（競技部担当） 本 部 長 全日本スキー連盟委員

吉川　慶
フリースタイル委員会 窪田光雄

札脇正直スノーボード委員会

アルペン委員会

アルペン委員会・大会運営専門委員


