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委員名　加盟団体順（同一加盟団体内は五十音順）　敬称略
* 理事会推薦専門委員

丸山　庄司 本部長 白石　博基
五十嶋博文 副本部長 土田　茂
平川　仁彦 小林　英夫
斎藤　二郎 武井　香樹
登山　一成 富樫　泰一

藤井　宣文

出口　朝彦 北海道
平井　裕一 北海道
太田　匡彦 東北
米田　智幸 北関東
鈴木　健太 南関東
田村　昌重 南関東
松沢　寿 甲信越
戸澤　隆幸 東海北陸
新井　栄一 近畿
森　俊行 西日本

ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 担当理事　白石　博基　　 担当理事　白石　博基　　
教育本部理事 教育本部理事

チーフ (スキー) スキー スノーボード
喜多　正裕 東京都 チーフ 武井　香樹 藤井　宣文

メンバー 松沢　寿 長野県
* 尾坂　直樹　 北海道 メンバー
酒井　浩一 北海道 * 鈴木　聡一郎 北海道

* 佐藤　麻子 青森県 岡田　利修 東京都
* 齋藤　潔 群馬県 太谷　祐介 長野県
井上　優 東京都 武田　竜 Nデモ 委員長 委員長 委員長 委員長 委員長　　 委員長 委員長　　 委員長 委員長 委員長 委員長
園部　健 新潟県 (スノーボード) * 石毛　勇介 埼玉県 * 小林　康之 東京都 出口　朝彦 北海道 * 齋藤　潔 群馬県 酒井　浩一 北海道 宮嶋　岳志　 東京都 高沼　克広 北海道 稲垣　朋宏 三重県 野田　岳人 長野県 * 江川　淳 北海道 上杉　一哲 神奈川県
豊野　太平 全日本学生 チーフ 委員 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長 副委員長

野田　岳人 長野県 :* 鈴木　聡一郎 北海道 甲斐　史 福島県 鈴木　健太 東京都 * 斉藤　克彦 長野県 池田　吉利 北海道 平井　裕一 北海道 風間　健太 東京都 太田　匡彦 青森県 髙波　徹 新潟県 * 志賀　直哉 新潟県 * 新井　和夫 栃木県
メンバー * 篠崎　尚史 栃木県 香谷　義久 大阪府 新井　栄一 京都府 園部　健 新潟県 田村　昌重 神奈川県 佐藤　正和 兵庫県 中村　浩人 神奈川県 戸澤　隆幸 岐阜県 * 平敷　慶彦 滋賀県 委員 川内　慎吾 新潟県
平敷　慶彦 滋賀県 * 高柳　寛樹 東京都 委員 委員 委員 豊野　太平 委員 委員 委員 委員 * 木村　幹弥 青森県 委員
要　　秀幸 香川県 三浦　英悟 北海道 岩瀬　均 北海道 岡林　篤弘 北海道 委員 大西　将樹 北海道 * 尾坂　直樹　 北海道 鈴木　洋介 宮城県 阿部　政一 北海道 * 鈴木　賢一 東京都 影山　広美 北海道
白川　尊則 NSBデモ 長谷川　悟 埼玉県 堀江　久光 北海道 高野　満 北海道 上村　美紀子 北海道 鈴木　隆文 山形県 安部　茂 宮城県 阿部　哲 福島県 橋本　朝臣 北海道 * 成瀬　野生 長野県 小笠原　崇文 青森県

(クロスカントリー) * 長尾　俊哉 東京都 江橋　武 秋田県 浜辺　秀樹 北海道 角舘　一孝 岩手県 青木　寛道 群馬県 小泉　隆 茨城県 菅野　雅一 埼玉県 飛内　伸哉 青森県 * 竹田　正樹 全日本学生 遠藤　秀明 福島県
* 江川　淳 北海道 中村　英知 神奈川県 芳野　哲也 栃木県 川村　一元 青森県 千葉　博樹 秋田県 吉田　龍介 千葉県 斉木　拓野 東京都 竹内　正臣 千葉県 渡邉　健一 茨城県 * 藤田　善也 全日本学生 清水　哲治 東京都
(安全対策) 鈴木　章功 静岡県 武川　和正 山梨県 立花　式顕 岩手県 藤野　直樹 群馬県 小林　誠 富山県 高段　極 大阪府 井上　優 東京都 * 長嶋　俊明 栃木県 新村　昌宏 長野県

チーフ 上杉　一哲 神奈川県 広報、編集 前田　淳志 石川県 川崎　仁一 茨城県 米田　智幸 埼玉県 梶田　洋象 愛知県 熊野　晴文 広島県 雨塚　豊治 福井県 小池　光 神奈川県 　 　 内方　陽一 岐阜県
佐藤　久哉 東京都 広報・編集 * 神戸　敏彦 東京都 * 滝本　和也 山口県 斉藤　貴次 栃木県 荒川　正伸 東京都 岡崎　義幸 奈良県 小田　勝美 山梨県 　　 　 米田　幸雄 兵庫県

メンバー * 神戸　敏彦 東京都 * 守屋　希英子 東京都 永岡　志郎 福岡県 桜本　利幸 東京都 大森　宏樹 新潟県 * 斉藤　純一 長野県 　 　 　 * 小豆澤　幸司 鳥取県
井上　優 東京都 * 守屋　希英子 東京都 秋里　武信 鳥取県 山田　大介 愛知県 後藤　大輔 岐阜県
岡田　利修 東京都 高橋　裕二 滋賀県 櫻田　信之 滋賀県

総務から書記 福田　操 島根県 要　　秀幸 香川県
森　俊行 岡山県
岩田　博史 愛媛県

ヘッドコーチ チーフプロモーター ヘッドコーチ チーフプロモーター
松沢　寿 長野県 太谷　祐介 長野県 * 平敷　慶彦 滋賀県 野田　岳人 長野県

アシスタントチコーチ プロモーター コーチ プロモーター
岡田　利修 東京都 佐々木　要 北海道 * 長嶋　俊明 栃木県 髙波　徹 新潟県
太谷　祐介 長野県 * 斉藤　純一 長野県 セクレタリー

コーチ チーフセクレタリー 要　　秀幸 香川県
:* 白土　晶一　　　北海道 小林　康之 東京都
* 佐藤　麻子 青森県 セクレタリー
* 水落　育美 秋田県 浅見　繁之 新潟県

FIPS

国際スキーパト
ロール連盟

情報・医・科学

教育本部アスリート委員会

インタースキー・インターナショナル

IVSS

国際学校体育ｽ
ﾉｰｽﾎﾟｰﾂ連盟

IVSI

国際ｽﾉｰｽﾎﾟｰﾂ指
導者連盟

スキージャッジ検証チーム

日本インタースキー委員会

SBジャッジ検証チームスノーボード・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰﾀｰﾌﾟﾛﾓｰﾄﾁｰﾑ

総務委員会

　　　　　　　土田　茂
　　　　　　　小林　英夫

アルペンJr指導普及チーム

INTERSKI　INTERNATIONAL

インタースキージャパン

スキー・ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰﾀｰﾌﾟﾛﾓｰﾄﾁｰﾑ

　　　　　　　武井　香樹

研修委員会

安全対策部

クロスカントリー委員会スノーボード委員会 安全対策委員会

クロスカントリー部スノーボード部

担当理事　藤井　宜文　 担当理事　富樫　泰一　 担当理事　富樫　泰一　
　　　　　　　土田　茂

デモンストレータープロ
モートチーム

全日本学生

担当理事　土田　茂　

マスターズ技術選委員会

教育本部顧問 教育本部担当理事

スキー部Ⅰ渉外部

諮問委員会

スキー部Ⅱ

担当理事　小林　英夫　　
　　　　　　　武井　香樹

スキー技術選委員会 ジュニア技術選委員会

　　　　　　　富樫　泰一

国際情報委員会 スクール振興委員会 検定委員会

総務から書記

教育本部運営組織編成
2021/9/1～2023/7/31

ｼﾞｭﾆｱ指導ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、
検定制度策定ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ

指導者研修課題策定
タスクフォース


