
第１号議案　 令和元年度事業報告について

第２号議案　 令和元年度決算報告について
　監査報告

第３号議案　 令和2年度事業計画(案)について

第４号議案　 令和2年度予算(案)について

第5号議案　 役員改選（案）について

飯山市スキークラブ　定期総会

書面決議　議案
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役　職　名 氏　　名 担　　当 役　職　名 氏　　名 担　　当

 顧   問 川口雅司  監　　事 水野英夫

 顧   問 宮澤要吉  監　　事 広辺千尋

 名誉会長 佐藤俊平

 会　 長 髙橋信夫  県連評議員 芦田直哉

 副会長 清水功市 競技

 副会長 荻原　 貢 教育  県連理事 東　 禎孝

 副会長 岸田博章 総務  県連理事 栁　　　透

 理事(飯山) 鷲森秀樹  競技Ｊ

 理事(柳原・信濃平) 広井和志  競技Ａ 県連監事 髙橋信夫

 理事 (市役所) 阿部哲哉  競技Ｃ

 理事(戸狩) 丸山政浩  教育  体協部長 髙橋信夫

 理事(常盤・北竜湖) 齋藤真彦  競技Ｊ  体協理事 荻原   貢

 理事(斑尾) 北川友弥  教育  体協社員 髙橋信夫

 理事(県連理事) 東　 禎孝 競技C（兼）総務  体協社員 岸田博章

 理事(県連理事) 栁　　　透  競技Ｊ  飯水体協評議員 佐藤昌幸

 理事(会長推薦) 芦田直哉 総務  体協だより編集委員 高橋　 伸

 理事(会長推薦) 小泉　 仁  競技Ｊ

 理事(会長推薦) 髙橋直人  競技Ａ  学校委員会委員長 丸山政浩

 理事(会長推薦) 清水寛仁  競技Ｃ

 理事(会長推薦) 八重田裕明 総務  幹　　事 藤本智教

 理事(会長推薦) 小境健太  教育  幹　　事 阿部哲哉

 理事(会長推薦) 齋藤真彦  競技Ｊ

地　区　名 代表者名 会員数R1年度 地　区　名 代表者名 会員数R1年度

 飯山 鷲森秀樹 19  柳原・信濃平 広井和志 15

 市役所 阿部哲哉 22  戸狩 丸山政浩 52

 常盤・北竜湖 齋藤真彦 15  フリースタイル 伊村健 1

 斑尾 北川友弥 16 140

令和元年度　飯山市スキークラブ役員名簿

地区代表者
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★ジャンプ部員 ★クロスカントリー部員
氏　名 所属地区 県連委員 氏　名 所属地区 県連委員

1 青木純平 戸狩 強化 派遣コーチ 1 阿部哲哉 市役所 派遣コーチ

2 小池優喜 飯山 強化 派遣コーチ 2 江口和也 市役所 強化 派遣コーチ

3 ○ 小泉 　敦 市役所 強化 派遣コーチ 3 小境啓之 市役所 技術アドバイザー 派遣コーチ

4 ◎ 小泉　 仁 市役所 運営 派遣コーチ 4 竹田　 聰 柳原・信濃平 派遣コーチ

5 小坂洋成 市役所 派遣コーチ 5 服部正秋 飯山 派遣コーチ

6 高橋恒明 常盤・北竜湖 強化 派遣コーチ 6 ◎ 東　 禎孝 市役所 部長 派遣コーチ

7 丸山圭太 常盤・北竜湖 派遣コーチ 7 ○ 藤本智教 市役所 大会運営 派遣コーチ

8 栁　　　透 市役所 運営 派遣コーチ 8 丸山知雄 常盤・北竜湖 派遣コーチ

9 山﨑慎一 飯山 派遣コーチ 9 山室　 忠 市役所 強化 派遣コーチ

10 鷲森秀樹 飯山 強化 派遣コーチ 10 浦野裕之 飯山 派遣コーチ

11 前澤健太 柳原・信濃平 強化 11 生越純恵 常盤・北竜湖 派遣コーチ

12 齋藤真彦 常盤・北竜湖 強化 派遣コーチ 12 清水功市 飯山
13 竹内 　亨 飯山 運営 13 清水寛仁 柳原・信濃平 派遣コーチ 選手

14 清水　 拓 飯山 派遣コーチ 14 長谷川宏俊 常盤・北竜湖 選手

15 万場喜夫 常盤・北竜湖 選手

★アルペン部員 16 山本浩二 飯山 派遣コーチ

氏　名 所属地区 県連委員 備　考 17 渡辺雅彦 斑尾 運営
1 大口　 猛 戸狩 派遣コーチ 18 高橋　伸 飯山 派遣コーチ

2 ○ 庚　 敏久 戸狩 強化 派遣コーチ 選手 19 佐藤雅俊 常盤・北竜湖 派遣コーチ

3 小林敏裕 戸狩 派遣コーチ 選手 20 八重田真 戸狩 派遣コーチ

4 高橋一浩 柳原・信濃平 強化 派遣コーチ 選手 21 沼田鉄平 常盤・北竜湖 派遣コーチ

5 ◎ 高橋直人 戸狩 強化 派遣コーチ 22 岡田瑞生 市役所 派遣コーチ

6 高橋将也 戸狩 強化 派遣コーチ 23 栗田　 茜 市役所 派遣コーチ

7 八重田裕明 柳原・信濃平 派遣コーチ 選手 24 大口魁斗 飯山 派遣コーチ

8 宮沢雅人 戸狩 派遣コーチ 25 市村耕太郎 飯山 派遣コーチ

9 広井和志 柳原・信濃平 26 塚原　茜 飯山 派遣コーチ

10 水野政春 戸狩 運営 派遣コーチ

11 高橋　 亮 戸狩 派遣コーチ ☆オペレーター部員
12 宮本翔平 戸狩 派遣コーチ 氏　名 所属地区 県連委員 備　考
13 阿部国広 柳原・信濃平 派遣コーチ 1 大谷正洋 戸狩 ＡＰ/オペ

14 服部　 涼 柳原・信濃平 派遣コーチ 2 田中有也 戸狩
3 常田新司 市役所 ＪＰ/オペ
4 丸山和幸 市役所 ＪＰ/オペ

★スノーボード部員 5 宮澤千早 市役所 ＸＣ/オペ

氏　名 所属地区 県連委員 備　考 6 望月   武 常盤・北竜湖

1 ○ 岡田美和子 斑尾 普及 派遣コーチ 7 田村　 睦 戸狩
2 ◎ 広辺千尋 斑尾 派遣コーチ

3 本間　 均 斑尾 派遣コーチ ☆県連委員
氏　名 所属地区  県連委員担当

1 深石広明 戸狩  安全対策部
氏　名 所属地区 2 北川友弥 斑尾 教育部 指導

1 小境啓之 市役所 3 小境健太 戸狩 教育部 検定

4 木原初夢 戸狩 フリースタイル部 強化

5 岡田美和子 斑尾 スノーボード 教育

クロスナショナルチームコーチ

令和元年度 飯山市スキークラブ競技部員・県連委員・派遣コーチ
◎チーフ ○サブ

(順不同)

備　考 備　考

☆SAJ関連
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年 月 日 事　　項 場　所
R1 6 6 飯山市スキークラブ監査・理事会前打ち合わせ スキークラブ事務所

10 体育協会第1回理事会 市民体育館会議室
10 SAJシステム登録研修会 ホテル国際21
12 飯山市スキークラブ平成30年度会計監査 市民体育館会議室
14 飯山市スキークラブ第4回理事会 市民体育館会議室
21 北信州スノースポーツ活性化協議会正副会長・事務局長会議 野沢温泉村　ふるさと憩いの館
21 北信州スノースポーツ活性化協議会総会 野沢温泉村　ふるさと憩いの館
21 令和元年度ジュニアスキー育成連絡協議会専門委員会 市役所
23 飯山市スキークラブ令和元年度総会 ほていや
18 長野県日中スキー交流委員会　定期総会 ホテル信濃路
27 サマージャンプ組織委員会 飯山シャンツェ
29・30 第27回飯山市ｻﾏｰジャンプ大会 市営飯山シャンツェ

7 8 令和元年度飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会前期総会 飯山市公民館
9 飯山市スキークラブ・部長会議 市民体育館会議室
10 体協指定管理作業　草刈作業 8名 市民体育館テニスコート周辺
12 県連理事会 北野建設本社
12 中国ジャンプ訓練隊歓迎会 長野ホテル犀北館
23 インターハイ実行委員会 市役所
26 県連臨時評議員会 北野建設本社
26 スキースターズ長野・アスリート報告会 ホテル信濃路
20 体育協会第2回理事会 市民体育館会議室
27 飯山市ジャンプスポーツ少年団R1年度親の会総会（会長代理　岸田副会長） 飯山シャンツェ　クラブハウス2Ｆ

8 2 飯山市スキークラブ三役会議 市民体育館会議室
7 インターハイ常任委員会 市役所
8.9 甲子園野球応援ツアー 甲子園
22 飯山市スキークラブ第1回理事会 市民体育館会議室

9 5 体協指定管理作業　草刈作業 7名 市民体育館テニスコート周辺
18 飯山市スキークラブ三役・部長会議 市民体育館会議室
22 第7回北信州ハーフマラソン大会　協力 飯山市・野沢温泉村・木島平村

体協指定管理作業　草刈作業 6名 市民体育館テニスコート周辺
26 2027国体について市教育委員会との懇談 市役所
27 ジェットコース現地踏査 戸狩温泉スキー場
29 第35回体協まつり参加 長峰スポーツ公園マレットゴルフ場

10 2 県連理事会 北野建設本社
4 2027スキー国体の開催受入要望書提出 市役所
4 体協研修会（部長・理事）女子バレーボールリーグ観戦 ホワイトリング
21 インターハイプレ大会組織委員会 市役所
25 県連評議員会・理事会 北野建設本社
30 体育協会第3回理事会 市民体育館会議室
31 北信地区スキー場安全対策協議会総会 北信合同庁舎

11 7 体協指定管理作業　落ち葉清掃作業 7名 市民体育館周辺 
2 飯水体育協会研修会・懇親会（岸田副会長） なかまち食堂
5 北信州スノースポーツ活性化セミナー 野沢温泉村　公民館
11 各所属団体長会議　会長代理　（岸田副会長） ホテル国際21
12 小谷村体育協会来飯　水害のお見舞い 市役所

22 飯水体育協会役員と飯水中体連役員との懇談会 なかまち食堂

28 飯水小学校スキー大会打ち合わせ会議 じょんのび
28 ジュニアスキー育成連絡協議会専門委員会 市役所
22 体協指定管理作業　落ち葉清掃作業 8名 市民体育館周辺 
23 飯山シャンツェ雪止めネット張り 飯山シャンツェ
26 飯山市スキークラブ第2回理事会 市民体育館会議室
29 第54回冬期スキー場安全祈願祭 飯笠山神社

　全体事業報告
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年 月 日 事　　項 場　所
12 4 インターハイシンボルマークポスタースローガン会議 飯山市役所

6 スキー場挨拶　斑尾 斑尾高原スキー場
6 令和元年度飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会後期総会 市役所
7 斑尾高原ｽｷｰ場安全祈願祭 斑尾高原ホテル
10 スキー場挨拶　戸狩 戸狩温泉スキー場
10 スキークラブ指導者研修会 長峰インフォーメーション
12 令和元年度長野県スキー連盟OB会飯山地区総会 びっくわん
14 斑尾高原スキー場開き 斑尾高原スキー場
16 県連来飯　2021スキー大会週間の開催依頼 市役所
19 戸狩温泉スキー場安全祈願祭 戸狩交流センター（星降るレストラン）

21 戸狩温泉スキー場開き 戸狩温泉スキー場
21 【積雪不足のため中止】飯山市ジュニアスキー指導者講習会（クロス）　 長峰クロスカントリー競技場
22 【積雪不足のため中止】飯山市ジュニアスキー教室（ジャンプ）　 長峰ミニジャンプ台
23 インターハイ第二回常任委員会 飯山市役所
29 【積雪不足のため中止】飯山市ジュニアスキー教室（アルペン）　 斑尾高原スキー場
29 【積雪不足のため中止】小学生低学年アルペンスキー教室開催　 戸狩温泉スキー場
30 【積雪不足のため中止】飯山市ジュニアスキー教室（スノーボード）　 斑尾高原スキー場

R2 1 3 小学生低学年アルペンスキー教室開催　 戸狩温泉スキー場
5 小学生低学年アルペンスキー教室開催　 戸狩温泉スキー場
6 飯山市ジュニアスキー指導者講習会（アルペン）　 戸狩温泉スキー場
9 県中スキー大会結団式 長峰インフォーメーション
10 インターハイ　プレ大会組織委員会 市役所
11 【積雪不足のため中止】市内小学生クロス合同記録会　 長峰クロスカントリー競技場
16 体育協会新年会 なかまち食堂
16 スキー場パトロール 戸狩温泉スキー場
13～17 第42回長野県スキー大会週間（ジャンプ前期協力員派遣） 白馬村
21 スキー場パトロール 斑尾高原スキー場
26 【積雪不足のため中止】飯山インターハイジャンプ・コンバインドプレ競技大会 飯山シャンツェ/長峰

29 第57回全国中学校スキー大会出場選手　市長表敬訪問 飯山市役所
29 第69回全国高等学校スキー大会出場選手　市長表敬訪問 飯山市役所
30・31 【積雪不足のため中止】飯山インターハイアルペンプレ競技大会 戸狩温泉スキー場

2 3～5 インターハイ視察 妙高市　赤倉
4 市内スキー学校合同ナイター研修会　　21名参加 斑尾高原スキー場
9 第38回長野県小学生クロスカントリースキー選手権大会　300名参加 木島平クロスカントリー競技場
5～8 第57回全国中学校スキー大会コーチ派遣 野沢温泉村
7 【積雪不足のため中止】第50回飯水小学校スキー大会役員派遣 長峰クロスカントリー競技場
19～21 第6回戸狩マスターズスキー大会 戸狩温泉スキー場

第54回読売杯戸狩アルペンスキー大会 戸狩温泉スキー場
26 【積雪不足のため中止】2020いいやまクロスカントリーナイタースプリントレーｽ大会 長峰クロスカントリー競技場
28 インターハイアルペン競技　コースセットの現地確認 戸狩温泉スキー場
28 【中止】飯水小学校スキー大会 飯山市教委・飯山市スキークラブと大会運営委員との合同打合せ会 飯水教育館

3 2 インターハイ視察報告会 市役所
4 【新型コロナウイルス感染拡大防止ため中止】2020いいやまクロスカントリーナイタースプリントレーｽ大会　第2戦　 長峰クロスカントリー競技場
8 【新型コロナウイルス感染拡大防止ため中止】2020飯山市民レクリエーションスキー大会 戸狩温泉スキー場
17 飯山市スキークラブ第3回理事会 インフォメーションセンター２Ｆ
22 【新型コロナウイルス感染拡大防止ため中止】2020市民スキーフェスティバル 長峰クロスカントリー競技場
24 体育協会第4回理事会 市民体育館会議室

4 17 【新型コロナウイルス感染拡大防止ため中止】北信ブロック協議会会議 長野県スキー連盟
21 サマージャンプ組織委員会 市役所
25 【新型コロナウイルス感染拡大防止ため中止】スキー談義 なかまち食堂
25 【新型コロナウイルス感染拡大防止ため中止】飯山シャンツェ雪止めネット外し　 部員、顧問、コーチ、市内外選手保護者、SCクラブ員他

5 11 【新型コロナウイルス感染拡大防止ため中止】2020年ジャンプ春季体験教室 市営飯山シャンツェ
令和元年度体育協会総会
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⒈ 飯山市スキークラブ会員　 140名　

 SAJ会員（ＳＡＮ含む）　　　　 92名 （令和2年5月31日現在）

⒉ 各種大会への協力と公認大会の開催

・第42回長野県スキー大会週間  小谷村・白馬村会場　前期ジャンプ協力員 4 名 1月13日～17日

・公認大会

　第27回飯山市サマージャンプ大会　ＳＡＮ公認　 6月29～30日

　第38回長野県小学生クロスカントリースキー選手権大会　ＳＡＮ主催　 2月9日

　第7回戸狩マスターズスキー大会　 2月19～21日

・その他各スキー大会への協力

　第49回飯水小学校スキー大会　 2月7日

積雪不足のため中止

⒊ ＳＡＮ賛助会員の推進　　　　 個人・法人会員  23　名

　別紙「令和元年度　長野県スキー連盟賛助会会員名簿」のとおり

⒋ 関係諸団体との連絡協議

　①スキー場開き　スキー場安全パトロール

　②ジュニアスキー育成連絡協議会の運営

　③北信州スノースポーツ活性化協議会の参画

⒌ 令和元年度飯山市体育協会の事業への参加

・スキークラブの要望事項を提出

・総会、研修会の出席（飯水体協、飯水中体連）

・第101回甲子園大会　飯山高校初出場応援ツアー参加 8月8～9日

・スポーツ公園管理補助作業への参加 7月～11月延べ5日、33名参加

⒍ インターハイ開催への諸団体との協議、調整

・インターハイ準備室との連絡調整

・組織・実行の運営委員会への参画

・インターハイプレ大会開催

　ジャンプ・コンバインド　1月25～26日　雪不足のため中止
　クロスカントリー　2月11日　雪不足のため中止
　アルペン　1月30～31日　雪不足のため中止
・インターハイ妙高大会視察　2月3～7日

⒎ 令和２年度飯山市スポーツ振興功労表彰受賞
功労表彰 望月　武

総務部事業報告
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氏　　名 住　　　所 納入額

1 川口雅司 飯山市大字飯山 5,000

2 ホテルほていや 飯山市大字飯山 5,000

3 山﨑一郎 飯山市大字飯山 5,000

4 佐藤俊平 飯山市大字一山 5,000

5 北條一義 飯山市大字一山 5,000

6 宮﨑　正 飯山市大字飯山 5,000

7 青木　彰 飯山市大字豊田 5,000

8 市川晴樹 長野市下駒沢 5,000

9 戸狩スキー学校 飯山市大字豊田 5,000

10 遠山　稔 飯山市大字飯山 5,000

11 万場喜夫 飯山市大字常盤 5,000

12 斑尾ｽﾎﾟｰﾂｱｶﾃﾞﾐｰ 飯山市斑尾高原 5,000

13 渡辺雅彦 飯山市斑尾高原 5,000

14 髙橋信夫 飯山市大字豊田 5,000

15 清水功市 飯山市大字静間 5,000

16 荻原　 貢 飯山市大字旭 5,000

17 岸田博章 飯山市大字旭 5,000

18 広井和志 飯山市大字中曽根 5,000

19 東　 禎孝 飯山市大字飯山 5,000

20 栁 　 　透 飯山市大字旭 5,000

21 芦田直哉 飯山市斑尾高原 5,000

22 清水寛仁 飯山市大字緑 5,000

23 八重田裕明 飯山市大字緑 5,000

令和元年度　(公財)長野県スキー連盟賛助会名簿
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⒈ スキー学校全日本スキー連盟公認申請　

R1．６月　　公認料一校　６０．０００円

戸狩スキー学校　　　　斑尾スポーツアカデミー

⒉ 飯山市スキー指導者講習会の開催　　　

クロスカントリー 12月21日 長峰スポーツ公園 積雪不足のため中止

アルペン 1月6日 戸狩温泉スキー場

　

⒊ ジュニアスキー教室の開催

クロスカントリー 12月21,22日 長峰スポーツ公園 積雪不足のため中止

ジャンプ 12月22日 長峰スポーツ公園ミニジャンプ台 積雪不足のため中止

アルペン 12月29日 斑尾高原スキー場 積雪不足のため中止

スノーボード 12月30日 斑尾高原スキー場 積雪不足のため中止

⒋ 低学年アルペンスキー教室　　　 会場： 戸狩温泉スキー場

第1回 12月29日 積雪不足のため中止

第2回 1月3日 23名参加

第3回 1月5日 24名参加

⒌ ジャンプ体験教室 会場： 飯山シャンツェ

10月11日 悪天候のため中止

5月16日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⒍ 市内スキー学校合同ナイター研修会の実施

2月4日 21名参加 斑尾高原スキー場

【教育部参考資料】

検定会合格者

1.　スキー正指導員検定会 会場：鹿島槍スキー場

　　関　和孝

2.　スキー準指導員検定会 会場： 志賀高原熊の湯

　足立　桃夏、　西村　嘉希

3.　C級検定員検定会 会場： 菅平

　中岡　優華

　　小林　真紀

　　岸田　修

　　鈴木　和夫

教育部事業報告
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⒈ 2019/2020スキー学校の開設

斑尾スポーツアカデミー　　 12月24日 ～ 3月31日

戸狩スキー学校　　 12月21日 ～ 3月22日

⒉ 市内小中高等学校スキー教室の指導

①　市内小中学校スキー教室の指導

市内　9校 18回

受講人数総数 延1996名

派遣指導員総数 内訳 69 名

102 名

②　市内高校スキー教室の指導

1年生 1月27日 受講総数 161名 19名

2年生 1月28日 受講総数 161名 20名

⒊ スキークラブへの協力金

２校合計 350,000 円 （戸狩スキー学校、斑尾スポーツアカデミー）

⒋ 各種スキー大会への競技役員の派遣協力

大会週間　

⒌ スキー学校実施報告

戸狩スキー学校 総収入 19,058,137 円

(内指導料)　　　 17,170,110 円

総支出 18,450,987 円

斑尾スポーツアカデミー 総収入 20,543,219 円

（内指導料　　 12,688,438 円

総支出　　　　　 21,900,040 円

戸狩スキー学校

斑尾スポーツアカデミー

指導員数飯山高校

スキー学校委員会報告
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<参考資料>

令和元年度　冬期学校スポーツ振興事業　飯山市小・中学校スキー教室日程一覧表

スキー場 指導
員数

時　　間 スキー場 指導
員数

時　　間

秋津小
62-2853

ｱﾙﾍﾟﾝ 1～6 122 斑尾高原 1月16日 (木) 10 9:15-12:15 斑尾高原 1月31日 (金) 10 9:15-12:15 片塩　康子

3～4 101 1月21日 (火) 9 2月3日 (月) 9 中村　理恵

5～6 117 1月15日 (水) 10 1月20日 (月) 10 實原　泰介

泉台小
63-3111

ｱﾙﾍﾟﾝ 1～6 92 戸狩温泉 1月20日 (月) 8 9:20-12:20
10:00-12:30

戸狩温泉 2月3日 (月) 8 9:20-12:20
10:00-12:30

田中　史奈

常盤小
62-3286

ｱﾙﾍﾟﾝ 1～6 66 戸狩温泉 1月23日 (木) 7 9:30-12:00
10:00-12:30

戸狩温泉 2月10日 (月) 7 9:30-12:00
10:00-12:30

原　知弘

戸狩小
65-2007

ｱﾙﾍﾟﾝ 1～6 117 戸狩温泉 1月14日 (火) 8 9:00-12:00
雪不足のため１年
生のみ中止

戸狩温泉 1月24日 (金) 10 9:00-12:00 砂川　賢吾

東　小
65-2504

ｱﾙﾍﾟﾝ 1～6 48 戸狩温泉 1月10日 (金) 0 9:00-12:00 雪不足のため中止 戸狩温泉 1月24日 (金) 5 9:00-12:00 湯本　文洋

木島小
62-2148

ｱﾙﾍﾟﾝ 1～6 130 斑尾高原 1月17日 (金) 11 9:30-12:30 斑尾高原 1月30日 (木) 11 9:30-12:30 北村　奈々絵

1 109 斑尾高原 2月14日 (金) 11 9:00-12:00 ― ― ― ― 高橋　信一郎

2 101 斑尾高原 2月4日 (火) 11 9:00-12:00 ― ― ― ― 涌井　雅幸

城北中
65-2001

ｱﾙﾍﾟﾝ
ｽﾉﾎﾞ

1・2 153 戸狩温泉 2月14日 (金) 16 9:00-12:00 ― ― ― ― 千野　悟

計 1,156 101 70

一回目 二回目 計 二回目 計
　 476 323 799 30 69

680 470 1,150 40 102
1,156 793 1,949 70 171

学校名 種目 学年
児童

生徒数

スキー教室（一回目）
備　　　考

スキー教室（二回目）
引率者 備　　　考

日　程 日　程

飯山小
62-2100

ｱﾙﾍﾟﾝ 斑尾高原 9:00-12:00 斑尾高原 9:00-12:00

城南中
62-2301

ｱﾙﾍﾟﾝ
ｽﾉﾎﾞ

≪　スキー場別　児童生徒数　≫ ≪　スキー場別　指導員数　≫
会　　場　　　　 会　　場　　　　 一回目

戸狩温泉スキー場　 戸狩温泉スキー場　 39
斑尾高原スキー場　 斑尾高原スキー場　 62

合　　計　　　　 合　　計　　　　 101
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⒈ ジュニア選手育成、選手強化
・ジュニアスキー育成連絡協議会と連携した小中学生の選手育成

・ナイター施設利用によるナイター練習
*長峰スポーツ公園　 ２月６、１２、１３日のみ実施

それ以外は積雪不足、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止
*戸狩温泉スキー場　　 ２月１８日のみ実施

それ以外は積雪不足、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・クロスカントリーナイタースプリント大会の開催
*第１戦　 長峰スポーツ公園　 2月26日（水） 積雪不足のため中止
*第２戦　 長峰スポーツ公園　 3月 4日（水） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・市民レクリエーションスキー大会の開催
*戸狩温泉スキー場　 3月8日（日）　 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・市民スキーフェスティバルの開催
*長峰スポーツ公園　 3月22日（日） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

・ジュニア選手の発掘
*春季ジャンプ教室 ５月16日（土） 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

⒉ 県スキー連盟強化練習参加による選手強化

⒊ 各種大会へのコーチ派遣（各セクション活動報告参照）

競技部事業報告
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年 月 日 事　　　　業　　　　名　（　内　容　） 場　　　　所 備考
5 18.25 市合同練習 長峰スポーツ公園

1.29 市合同練習 長峰スポーツ公園
1.8.23.30 グラススキー練習 斑尾高原スキー場
6.13.20.27 市合同練習 長峰スポーツ公園
7.15.21.28 グラススキー練習 斑尾高原スキー場
3.18.31 市合同練習 長峰スポーツ公園
4.25 グラススキー練習 斑尾高原スキー場
14.22 市合同練習 長峰スポーツ公園
1.16.23.29 グラススキー練習 斑尾高原スキー場

10 20.27 グラススキー練習 斑尾高原スキー場
2.9 市合同練習 長峰スポーツ公園
9 チューンナップ講習会 ジュニアハウス
4 グラススキー練習 斑尾高原スキー場
6 アルペン会議 ジュニアハウス

飯山市内中学校合同練習　 市内及び周辺スキー場
10～14 アルペン部雪上合宿 湯の丸高原スキー場
15.16 ＦＩＳ第32回ゴールドウィン阿寒スラローム大会 北海道阿寒
16.17 ＦＩＳ第２回フィッシャーカップ阿寒スラローム大会 北海道阿寒
17.18 ＦＩＳ第４回セコマカップ阿寒スラローム大会 北海道阿寒
20-22 ＦＩＳ道東シリーズ第22回ぬかびら源泉郷ＧＳ大会 北海道ぬかびら
25-28 第98回全日本スキー選手権大会　技術系 北海道阿寒

飯山市ジュニアスキー市合同練習　 市内及び周辺スキー場
7,14,21,23,28,30 飯山市ジュニアスキーナイター練習 戸狩温泉スキー場 雪不足の為中止
8～10 Ｋ２菅平ユース大会 菅平高原
14-18 第42回長野県スキー大会週間　　 栂池高原
25－26 ＦＩＳ第86回長野県スキー選手権大会 菅平高原
25－26 Ｋ２第56回野沢少年スキー大会 野沢温泉スキー場 雪不足の為中止

飯山市ジュニアスキー市合同練習　 市内及び周辺スキー場
18 飯山市ジュニアスキーナイター練習　　 戸狩温泉スキー場
1-2 SAN　栂池ジュニアCUP 栂池高原 雪不足の為中止
5－7 第57回全国中学校スキー大会 野沢温泉スキー場
３－７ 第69回全国　高等学校スキー大会 赤倉観光
9－11 FISファーイーストカップ2019第98回全日本スキー選手権大会スピード系 秋田県田沢湖
9 SAN　中日杯争奪第56回白馬少年スキー大会 白馬岩岳 雪不足の為中止
11 SAN　NHK長野杯　長野県小学生アルペン選手権大会 野沢温泉スキー場
11-13 ＦＩＳ第20回志賀高原アルペンステップアップポイントレース　 志賀高原ジャイアント
16－19 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会　 富山県たいら
17-18 K2　信毎杯争奪2020白馬少年ユース選手権大会 白馬岩岳 雪不足の為中止
23 第54回読売新聞社杯争奪戸狩アルペンスキー大会 戸狩温泉スキー場 雪不足の為中止
23－25 K2　第３回戸隠ユースカップ大会 戸隠スキー場
29-3/１ SAN　2020第8回戸隠ジュニアカップスラローム大会 戸隠スキー場 新型コロナ感染拡大防止の為中止

飯山市ジュニアスキー市合同練習　 市内及び周辺スキー場 新型コロナ感染拡大防止の為中止
3,5,10,12 飯山市ジュニアスキーナイター練習　　 戸狩温泉スキー場 新型コロナ感染拡大防止の為中止
2-4 ＦＩＳ第32回甲信越ブロックアルペン選手権大会ＳＧ 志賀高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
8 2020　市民レクレーションスキー大会 戸狩温泉スキー場 新型コロナ感染拡大防止の為中止
4-6 FIS第86回長野県スキー選手権大会 志賀高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
10-13 第３2回全国高等学校選抜スキー大会 志賀高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
11-13 K2　2020マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 菅平高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
11-14 SAN　2020マックアースパインビークカップ長野県ユース選手権大会 菅平高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
15-17 2020 FIS　菅平高原マックアースパインビークカップ（SL) 菅平高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
15 SAN　第61回菅平シュナイダー記念スキー大会 菅平高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
20 SAN　第40回木島平ジュニア大回転スキー大会 木島平 新型コロナ感染拡大防止の為中止
24 SAN第63回志賀高原少年スキー大会 志賀高原ジャイアント 新型コロナ感染拡大防止の為中止
23-25 K2第53回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー大会　 志賀高原ジャイアント 新型コロナ感染拡大防止の為中止
28-31 ＪＯＣジュニアオリンピックカップ2020全日本ジュニアスキー選手権大会　 志賀高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
5-9 ２０20ＦＩＳ野沢温泉カップ 野沢温泉スキー場 新型コロナ感染拡大防止の為中止

第58回志賀高原高天ケ原GS大会 高天ケ原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
48回一の瀬大回転スキー大会 一の瀬 新型コロナ感染拡大防止の為中止
第72回　志賀高原横手山大回転スキー大会 横手山 新型コロナ感染拡大防止の為中止

下旬 アルペン会議 クラブハウス 新型コロナ感染拡大防止の為中止
飯山市内中学生合同練習 市内 新型コロナ感染拡大防止の為中止
斑尾グラススキー練習 斑尾高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
飯山市内中学生合同練習 市内
斑尾グラススキー練習 斑尾高原

＜反省点等＞
・雪不足とコロナでシーズンインが遅くシーズンアウトが早いシーズンとなり、ナイター練習に関しては２回のみの開催。レース日程も半分しか消化できなかった。
子供たちもコーチも不完全燃焼で終わり、過去に例のないシーズンだった。
・3月以降は部活動停止となりトレーニングができず、トレーニングを希望する選手は個人的にプライベートプロチームで練習をした。
・小学生は、大会がなくなった分心に余裕ができ、選手や親もリラックスしてスキーを楽しめた。6年生で引退する選手もいるので3月末までスキーが出来ず残念だった。
戸狩アルペンでは普段なかなか上位に入れなかった選手がついにメダルを取ることができて、とても感慨深かった。
・地元ジュニアスキー育成の為、協力、知恵を出し合い、シーズンを消化してきました。大変、お疲れ様でした。
■2020-2021シーズンに向けての目標、課題、要望
・例年同様、12月初旬土日のトレーニング、シーズンイン合宿、県中からの全中へ　ユースレースからジュニアオリンピックへとシーズンが続くが、  
なるべく学校を休まずスキーと勉強、文武両道で頑張ろう！
・各地大会のチームキャプテンMTGについて要望で、K1カテゴリーのレースもスタート順がドローでの抽選でなくなったこともあるので前日のTCMはライブ配信等でできないか、 
または省略してビブは当日朝、配布にしてほしい。時間と費用の効率化と節約ができるため 
・週末の常設ゲートトレーニングバーンの確保
・市内小中学校スキークラブ員の減員が大きい、クラブ員の確保が急務であり、教育委員会、学校、顧問の先生の専門性、スキークラブ、コーチ体制も含め、協議が必要。
■地元大会運営、飯山インターハイ等について
・運営委員会から各スキークラブへお願いの依頼手配していただく（早急に）しかし日当5000円では協力いただけない可能性が大！ 

アルペン部活動報告
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年 月　 日 事　　業　　名　（内　　容） 場　　　所 備考
2 フラワーロード植栽事業参加 有尾ポケットパーク 市スポーツ少年団事業参加
16 第15回南魚沼市長杯ジュニアジャンプ大会 南魚沼市
21 Jｒスキー育成連絡協議会専門委員会 飯山市役所
22 コーチ会議 飯山シャンツェ
23 スポーツ少年団初級リーダースクール参加 トピアホール 小学生
23 飯山市スキークラブ総会 ほていや
30 第27回飯山市サマージャンプ大会 飯山シャンツェ
27 ジャンプ少年団親の会総会 飯山シャンツェ
28 サンピラー国体記念第17回サマージャンプ大会 北海道名寄市
2 第37回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 北海道札幌市
2 第11回鹿角市長杯・教育長杯全国ジュニアナイタージャンプ交流大会 秋田県鹿角市
3 第18回ライオンズクラブ杯全国ジュニアサマージャンプ大会 秋田県鹿角市
3 チャレンジカップ2019大倉山サマージャンプ大会 北海道札幌市
4 第20回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 北海道札幌市
18 自転車、サップ 飯山市（木島～北竜湖）
23 2019　FISサマーグランプリジャンプ白馬大会 白馬村シャンツェ
24 2019　FISサマーグランプリジャンプ白馬大会応援 白馬村シャンツェ
26 エイブルCHINTAIカップ第31回塩沢ジャンプ大会 新潟県南魚沼市
1 ミタカカップ第19回妙高サマージャンプ大会 新潟県妙高市
1 フラワーロード草取り作業 有尾ポケットパーク
8 ほなみクロスカントリー大会 山ノ内町
22 第7回北信州ハーフマラソン 野沢温泉村・木島平村・飯山市

29 体協まつり（オリエンテーリング） 長峰運動公園
6 魚沼市コスモスジャンプ大会 新潟県魚沼市
6 スペシャルジャンプLH記録会 in HAKUBA 白馬村
11 ジャンプ体験教室 飯山シャンツェ 悪天候のため中止
20 野沢温泉オリンピックスポーツパーククロカン大会 野沢温泉村オリンピックスポーツパーク

26 第98回全日本スキー選手権大会（NH） 北海道札幌市
27 第98回全日本スキー選手権大会兼第61回NHK杯ジャンプ大会（LH） 北海道札幌市
2 第32回ＵＨＢ杯ジャンプ大会ラージヒル競技 北海道札幌市
9 県スポーツ少年団北信地区交流大会マレットゴルフ 長峰運動公園
23 ジャンプ台ネット張り作業 飯山シャンツェ

12 22 飯山市ジュニアスキー教室（ジュニアジャンプ体験教室） 長峰ミニジャンプ台 雪不足により中止
12 第22回木島平ジュニアジャンプ大会 木島平村 雪不足により中止
26 中日杯争奪　第56回白馬少年スキー大会（小学生ジャンプ） 白馬村 雪不足により中止
9 ジュニアジャンプ体験教室 長峰ミニジャンプ台 雪不足により中止

23,24 長野県小学生スペシャルジャンプ選手権大会兼第61回菅平高原シュナイダー記念スキー大会 菅平高原 小学生のみ
1,2 2020栂池ジュニアノルディック選手権大会・第54回栂池ノルディック大会兼第40回長野県高等学校新人スキー大会 小谷村栂池高原 雪不足により中止
4 第48回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 北海道札幌市 コロナウイルス感染拡大防止のため中止
6 第91回宮様スキー大会国際競技会（ジャンプNH） 北海道札幌市 コロナウイルス感染拡大防止のため中止
8 ジュニアジャンプ体験教室 長峰ミニジャンプ台 コロナウイルス感染拡大防止のため中止
8 第91回宮様スキー大会国際競技会（ジャンプLH） 北海道札幌市 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

15,16 ＳＡＪ／ＪＯＣジュニアオリンピックカップ2020全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本小・中学生選抜スキー大会（ノルディック種目） 北海道名寄市 コロナウイルス感染拡大防止のため中止
15 第56回野沢少年スキー大会 野沢温泉村 コロナウイルス感染拡大防止のため中止
22 2020市民スキーフェスティバル 長峰スポーツ公園 コロナウイルス感染拡大防止のため中止
26 第48回志賀高原距離競技大会 志賀高原 コロナウイルス感染拡大防止のため中止
28 ドコモカップ第22回つなんクロスカントリースキー大会 新潟県津南町 コロナウイルス感染拡大防止のため中止

4 25 ジャンプ台ネット外し（関係者で集まっての作業は中止。スポーツ推進室職員で作業実施。） 飯山シャンツェ
5 16 ジャンプ体験教室 飯山シャンツェ コロナウイルス感染拡大防止のため中止

＜反省点等＞
・台風19号災害の影響で練習量が減少してしまった。スキーシーズンに入っても、なかなか降雪が見られず、雪上での練習が満足にできなかった。
・寡雪によりシーズン中盤までの大会が次々に中止となり、さらにコロナウィルス感染拡大防止に伴い後半の大会も中止となった。結局、参加できたのは僅か
1試合のみと　なってしまい、大変残念であった。
・シーズン中盤で団員が5名退団となってしまい、大変残念であった。期待されていた高学年女性ジャンパーがダンスチームの活動に専念、男子1名は
野球に専念するとのこと。それぞれ今後の活躍に期待すると同時に、新たなジャンパーの発掘、勧誘につとめていきたい。
・女性ジャンパー2名が中学生となり、今後怪我や故障をさせずに国内大会、世界大会につなげていけるよう今まで以上にコーチ間の連携を深めながら
効果的なトレーニングの実施に努める。
・今後、ジャンプ台開放され、サマーシーズンが始まるが、平日の日中は学校がありジャンプ練習ができない。早朝練習やナイター時間について検討する必要がある。
・土日のジャンプ練習について、昨年は県内や県外から多くの選手が集まり、同じ使用料を払っても飛べる本数が限られてしまう選手が出てくるということがあった。
使用するにあたり、ビブを配付して順番を守って飛んでいただくとか、特に多い日には時間を割り振って過密になることを避けるなど、何らかの対策が必要である。

ジャンプ部活動報告

2019

6

7

8

9

10

11

2020

1

2

3

※小学生については、平日：火曜日、木曜日ジャンプナイター練習　休日：土曜日、日曜日ジャンプ合同練習実施
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年 事　　　　業　　　　名　（　内　容　） 場　　　　所 備考
飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園　他
中学生農業体験田植え・草取り 野沢温泉村

8 SAN中学生・高校生合同練習 信濃町
飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園　他

21 白馬スノーハープランニング大会 白馬村
飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園　他

4～6 SAN一般高校生合同合宿 志賀高原
5～7 SAN中学生合同合宿 野沢温泉村
7～11 全日本チルドレン合宿 秋田県鹿角市
11 自転車・SAP練習 飯山市・木島平村・野沢温泉村
24～25 SAN中学生強化合宿 木島平村
25 つなんローラースキー大会 新潟県津南町

飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園　他
7 2019木島平村ランニング大会 木島平村
8 2019木島平村ローラースキー大会 木島平村
14～16 SAN高校生強化・中学生強化合宿 野沢温泉村
29 体協まつり参加

飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園
中学生農業体験稲刈り 野沢温泉村

5 SAN中学生・高校生合同合宿　 信濃町
12～13 SAN高校生強化・中学生強化合宿 野沢温泉村
19 長野県小学生クロスカントリースキー選手交流会 木島平村
20 第10回野沢温泉クロスカントリー大会 野沢温泉村

飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園　他
3 SAN中学生・高校生合同合宿 野沢温泉村
9 SAN中学生体力測定 長野市
23～24 SAN中学生強化合宿 木島平村
27 ワックス講習会 長峰スポーツ公園
12～17 SAN高校強化合宿中国遠征 中国
19～12/1 SAN高校強化合宿　飯山高校北海道合宿 北海道旭岳

飯山市内中学生合同練習 なべくら高原他
8～15 SAN中学生強化合宿 志賀高原
7～19 SAN一般高校合宿 北海道旭岳・美瑛町
20～29 SAN高校生国体強化合宿 北海道名寄・音威子府
21 飯山市スキー指導者講習会　　　 長峰スポーツ公園 雪不足の為中止
21、22 飯山市ジュニアスキー教室　　 長峰スポーツ公園 雪不足の為中止
23 クロスカントリー名寄大会 北海道名寄市
26～27 全日本音威子府大会 北海道音威子府村
29 クラシカル競技会in黒姫　　 信濃町 雪不足の為中止

飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園他
4～6 SAN中学生合同合宿 木島平村
11 日韓スキー交流事業　　 韓国 大口魁斗参加
11 飯山市小学生記録会　　　 長峰スポーツ公園 雪不足の為中止
13～18 第42回長野県スキー大会週間　　　 白馬村 雪不足の為中止
15、16、18 長野県クロス記録会 木島平村
19 第40回黒姫高原クロスカントリースキー大会　　　 信濃町 雪不足の為中止
23～26 第98回全日本スキー選手権大会 北海道音威子府村
25～26 SAN中学生強化合宿（全中前合宿） 木島平村

飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園他
1、2 第56回白馬少年スキー大会　　　 白馬村 雪不足の為中止
3～7 第69回全国高等学校スキー大会 新潟県妙高市
5～8 第57回全国中学校スキー大会 野沢温泉村
7 第50回飯水小学校スキー大会　　　 長峰スポーツ公園 雪不足の為中止
9 第38回長野県小学生クロスカントリースキー選手権大会 雪不足のため木島平村会場で実施
11 インターハイプレ大会　ジュニアオリンピック予選会中学生高校生　　　 飯山市 雪不足の為中止

ジュニアオリンピック予選会中学生高校生 木島平村
15～19 第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会 富山県南砺市
16 第43回白馬五竜とおみクロスカントリー大会　　　 白馬村 雪不足の為中止
22、23 第22回木島平ジュニアクロカン競技大会 木島平村
24～27 第32回全国高等学校スキー選抜スキー大会 野沢温泉村

日韓スキー交流事業　　 木島平村 新型コロナ感染拡大防止の為中止
26 2020ナイタースプリント大会第1戦　　　 長峰スポーツ公園 雪不足の為中止

飯山市内中学生合同練習　　 長峰スポーツ公園他 雪不足の為中止
2/29～3/1 第54回栂池ノルディック　　　 小谷村栂池高原 雪不足の為中止
4 2020ナイタースプリント大会第２戦 長峰スポーツ公園 新型コロナ感染拡大防止の為中止
13～17 2020ジュニアオリンピックカップ　　 北海道名寄市 新型コロナ感染拡大防止の為中止
10～14 天皇杯第98回全日本スキー選手権大会　 北海道札幌市 新型コロナ感染拡大防止の為中止
15 第56回野沢温泉少年スキー大会　　 野沢温泉村 新型コロナ感染拡大防止の為中止
22 2020市民スキーフェスティバル　　　 長峰スポーツ公園 新型コロナ感染拡大防止の為中止
23～25 第63回志賀少年スキー大会　　　 志賀高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
25、26 第48回志賀距離競技大会　　　 志賀高原 新型コロナ感染拡大防止の為中止
28 第22回つなんクロスカントリースキー大会　　 新潟県津南町 新型コロナ感染拡大防止の為中止
30 第45回妙高高原クロスカントリー選手権大会　　 新潟県妙高市 新型コロナ感染拡大防止の為中止
31 第31回妙高高原クロスカントリーチャンピオンシップ大会　　 新潟県妙高市 新型コロナ感染拡大防止の為中止

4 鍋倉山スキーツアー　　　 鍋倉山 中止
飯山市内中学生合同練習 長峰スポーツ公園　他

30 中学生農業体験田植え 野沢温泉村
たかやしろトレイルランニングレース２０２０　　 木島平村 新型コロナ感染拡大防止の為中止

2020

1

2

3
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クロス部活動報告
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開催日時
開催場所

クラス/種目
順位 2位 4位 1位

選手名 服部正秋 浦野裕之 栗田茜

開催日時
開催場所

クラス/種目 大回転 　50歳代 大回転 　55歳代 大回転　60歳代 大回転 　85歳代
順位 2位 2位 5位

選手名 八重田裕明 高橋一浩 小林　敏裕 山﨑孔子
11位

高橋　富夫

開催日時
開催場所

クラス/種目 成年男子C 　5kmクラシカル 成年女子B　5㎞クラシカル
順位 10位 10位

選手名 服部正秋 栗田茜

開催日時
開催場所

クラス/種目 第１戦　大回転男子A組 第1戦　大回転男子B組 第2戦　大回転男子B組
順位 優勝 57位 56位

選手名 庚敏久 山崎孔子 山崎孔子

開催日時
開催場所

クラス/種目 第１戦　大回転男子A組 第2戦　大回転男子B組
順位 3位 優勝

選手名 庚敏久 小林　敏裕

開催日時
開催場所

クラス/種目
順位

選手名
クラス/種目

順位
選手名

開催日時
開催場所

クラス/種目 男子
順位 20位

選手名 北川友弥

開催日時
開催場所

クラス/種目
順位

選手名

開催日時
開催場所

クラス/種目 フリースタイル女子 フリースタイル男子
順位 7位 45位

選手名 岡田美和子 本間　均

開催日時
開催場所

クラス/種目
順位

選手名

第16回全日本スノーボード技術選手権大会
2020年2月27日～3月1日
新潟県・石打丸山スキー場

第56回全日本スキー技術選手権大会

第16回全日本スノーボード技術選手権大会南関東・甲信越合同予選会
2020年1月31日～2月2日

長野県・しらかば2in1スキー場

第43回全日本マスターズスキー選手権大会
2020年2月28日～3月3日

群馬県/尾瀬片品

第56回甲信越ブロックスキー技術選手権大会　兼　第55回全日本スキー技術選手権大会予選会
2019年1月28日～30日

新潟県・赤倉観光リゾートスキー場

第5回戸狩マスターズ大会
2020年2月20日～21日

戸狩温泉スキー場

第29回鹿島槍マスターズ大会
2020年2月17日～18日

鹿島槍スキー場

第42回長野県スキー大会週間・第44回長野県マスターズ大会兼全日本マスターズ大会長野県予選会
2020年1月19日

長野県・栂池高原スキー場

2020とやまなんと国体　第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会
2020年2月16日～19日

令和元年度　飯山市スキークラブ大会出場報告

第41回長野県スキー大会週間・第74回国民体育大会冬季スキー競技会長野県予選会
2020年1月19日

　白馬クロスカントリー競技場は雪不足のため中止となり、記録会として木島平村クロスカントリースキー競技場にて開催
青年男子C　5㎞クラシカル 青年女子B　5kmクラシカル

中止 

中止 

中止 
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Date 開催都道府県名 開催地名 大会名 NH/LH/FH HS（ｍ） 順位 備　　考

6月30日 長野県 飯山市 第27回飯山市サマージャンプ大会 MH 65 2 作山健斗は3位

7月28日 北海道 名寄市
サンピラー国体記念第17回サマージャンプ大会

NH 100 29

8月2日 北海道 札幌市 第３７回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 NH 100 11

8月3日 北海道 札幌市 チャレンジカップ2019大倉山サマージャンプ大会 LH 137 3

8月4日 北海道 札幌市 第20回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 LH 137 4

8月23日 長野県 白馬村
2019FISサマーグランプリジャンプ白馬大会FIS Grand-
prix Ski jumping 2019 in HAKUBA

LH 131 25 23日の1戦目のみ出場

9月1日 新潟県 妙高市 ミタカカップ第19回妙高サマージャンプ大会 NH 100 9

10月26日 北海道 札幌市 第98回全日本スキー選手権大会NH NH 100 4

10月27日 北海道 札幌市
第98回全日本スキー選手権大会LH兼第61回NHK杯
ジャンプ大会

LH 137 3

11月2日 北海道 札幌市
第32回ＵＨＢ杯ジャンプ大会
ラージヒル競技

LH 137 38

Date 開催国名 開催地名 カテゴリー　/　Time　of competition NH/LH/FH HS（ｍ） 順位 備　　考

４Hills
Torname

nt
（ドイツ・
オーストリ
アジャンプ

週間）

12月7日 ノルウェー ヴィケルスン COC　/ LH 117 3

12月8日 ノルウェー ヴィケルスン COC　/ LH 117 5

12月14日 フィンランド ルカ COC　/ LH 142 2

12月15日 フィンランド ルカ COC　/ LH 142 1

12月21日 スイス エンゲルスベルク WC　/　男子個人第　6戦 LH 140 16

12月22日 スイス エンゲルスベルク WC　/　男子個人第　7戦 LH 140 50 （2本目に進めず）

12月29日 ドイツ オーベルストドルフ WC　/　男子個人第　8戦 LH 137 41 （2本目に進めず）

1月1日 ドイツ ガルミッシュ・パルテンキルヒェン WC　/　男子個人第　9戦 LH 142 31 （2本目に進めず）

1月4日 オーストリア インスブルック WC　/　男子個人第　10戦 LH 128 30

1月6日 オーストリア ビショフスホーフェン WC　/　男子個人第　11戦 LH 142 37 （2本目に進めず）

1月11日 オーストリア ビショフスホーフェン COC　/ LH 142 17

1月12日 オーストリア ビショフスホーフェン COC　/ LH 142 8

1月18日 ドイツ クリンゲンタール COC　/ LH 140 9

1月19日 ドイツ クリンゲンタール COC　/ LH 140 17

1月25日 日本 札幌 COC　/ LH 137 3

1月26日 日本 札幌 COC　/ LH 137 8

2月1日 日本 札幌 WC　/　男子個人第18戦 LH 137 20

2月2日 日本 札幌 WC　/　男子個人第19戦 LH 137 31 （2本目に進めず）

2月8日 ドイツ ヴィリンゲン WC　/　男子個人第20戦 LH 145 38 （2本目に進めず）

2月15日 オーストリア タウプリッツ‐バートミッテルンドルフ WC　/　男子個人第22戦 FH 235 37 （2本目に進めず）

2月16日 オーストリア タウプリッツ‐バートミッテルンドルフ WC　/　男子個人第23戦 FH 235 30 （2本目キャンセル、1本目のみで成立）

2月21日 ルーマニア ルシュノブ WC　/　男子個人第24戦 NH 97 43 （2本目に進めず）

2月22日 ルーマニア ルシュノブ WC　/　男子個人第25戦 NH 97 43 （2本目に進めず）

2月29日 ノルウェー レーナ LH 139 7

3月7日 フィンランド ラハティ LH 130 16

以降の大会については、コロナウィルス感染拡大防止のためキャンセル。

※
　☆シャンツェサイズ
　　◆ミディアムヒル（MH）・・・ ヒルサイズ ： 50～84ｍ ／
Ｋ点 ： 45～75ｍ
　　◆ノーマルヒル（NH) 　・・・ ヒルサイ ： 85～109ｍ ／
Ｋ点 ： 76～98ｍ
　　◆ラージヒル（LH)　    ・・・ ヒルサイズ ： 110～145ｍ
／ Ｋ点 ： 99～130m

総合34位

※
　☆カテゴリー
　　◆COC    ・・・コンティネンタルカップ
　　◆WC　　  ・・・ワールドカップ

竹内 択(team taku)　2019－2020ワールドカップ、コンチネンタルカップ　結果

竹内 択(team taku)　2019国内大会　結果
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令和1年6月1日 ～ 令和2年5月31日

収入の部 (単位：円）

項    目 予 算 額 決 算 額 比   較 備        考

クラブ費 1,000,000 944,000 △ 56,000 クラブ会費

補助金 2,000,000 1,284,545 △ 715,455 大会事業費補助金等

協力金 349,000 350,000 1,000 スキー学校委員会各スキー学校指導料（戸狩・斑尾）

大会参加費 220,000 0 △ 220,000 大会参加費

雑収入 51,997 50,009 △ 1,988 貯金利子・小谷体協より災害見舞金等

繰越金 979,003 979,003 0 前年度繰越金

合計 4,600,000 3,607,557 △ 992,443

支出の部

項    目 予 算 額 決 算 額 比   較 備        考

会議費 180,000 78,100 △ 101,900 総会・理事会議等

事務局費 1,820,000 1,841,911 21,911

　賃金 1,670,000 1,729,250 59,250 事務員賃金・作業日当・手当等

　事務費 150,000 112,661 △ 37,339 事務消耗品、通信費、振込手数料等

事業費 390,000 167,000 △ 223,000

　総務部 90,000 47,000 △ 43,000 SAJ・SANクラブ負担登録料等

　教育部 90,000 65,000 △ 25,000 強化研修費等

　競技部 210,000 55,000 △ 155,000 大会週間役員協力派遣日当等

負担金 110,000 110,000 0 県連、北信州スノースポーツ活性化協議会等

諸費 140,000 55,008 △ 84,992 慶弔費、諸会費等

旅費 100,000 82,200 △ 17,800 県連等会議旅費

大会運営費 1,720,000 128,234 △ 1,591,766 市民AP・フェスタ等運営費

予備費 140,000 85,500 △ 54,500

合  計 4,600,000 2,547,953 △ 2,052,047

収入合計 3,607,557

支出合計 2,547,953

差引残高 1,059,604 （次年度繰越金）

令和2年6月　8　日　報告

　　　飯山市スキークラブ会長　高橋信夫

令和2年6月　　　日　承認

令和元年度

令和元年度

令和元年度　飯山市スキークラブ決算書
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(案)

⒈ 令和元年度のクラブ会費は7,000 円とし、前年度同様に口座振込み及び現金納付とする
ＳＡＪ会員登録は、100 名を予定

⒉ 第70回全国高等学校スキー大会開催に向けて
・R2年度スキークラブ総会中止のため、シーズン前に結団式（仮称）を行う
・第43回長野県スキー大会週間　開催地：飯山市

⒊ 各種大会への協力（ＳＡＪ・ＳＡＮ公認大会含む）
・ＳＡＪ・ＳＡＮ公認大会
・第39回長野県小学生クロスカントリースキー選手権大会

⒋ ＳＡＮ賛助会員の募集

⒌ 関係諸団体との連絡調整

　①スキー場開き　スキー場安全パトロール
　②ジュニアスキー育成連絡協議会の運営
　③北信州スノースポーツ活性化協議会への参画

⒍ 飯山市スポーツ協会の事業への参加
・令和2年度飯山市スポーツ協会へスキークラブとしての要望事項の提出
・総会、研修会の参加
・スポーツ公園管理補助作業への参加、協力

⒎ 新規クラブ員の募集方法について検討する

⒏ クラブの規約に（会則）について見直しをすすめる

 総務部事業計画
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(案)

⒈ 常設スキー学校の公認・申請及び開設　（斑尾高原、戸狩温泉）

⒉ スキー、スノーボードの指導者の養成
・各種資格の受験者研修会の開催など
・市内スキー学校合同ナイター研修会の実施

⒊ ジュニアスキーの育成
・ジュニアスキー教室の開催
・低学年アルペンスキー教室の開催
・小学生スノーボード教室の開催

⒋ 小中学校指導者の育成
・飯山市スキー指導者講習会の開催

⒌ スキークラブ功績者の表彰

⒈ 市内小中高等学校スキー教室の開催

⒉ スキー・スノーボード教師セミナーの開催

⒊ 各種スキー大会への派遣協力

スキー学校委員会事業計画（案）

教育部事業計画
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(案)

⒈ ジュニアスキー育成連絡協議会と連携した、小・中・高の通年指導

⒉ 競技選手の育成と大会出場

⒊ 教員・一般指導者講習会、ジュニアスキー教室の開催

⒋ 指導者研修会、講習会の開催及び各種資格者の養成

⒌ 各種大会へのコーチ派遣

⒍ スキーの普及と競技人口拡大対策

⒎ セクションごとの強化記録会の開催

⒏ 競技施設整備と充実対策の取り組み

⒐ 指導マニュアル研修会開催

⒑ 競技運営役員・オペレーターの育成と確保対策

⒒ 主管、主催、協力する主な大会等　
①　 第28回サマージャンプ大会 中止決定
②　 2020小学生ミニジャンプ大会 （未定）
③　 第43回長野県スキー大会週間　開催地：　飯山市 1月16日～22日
④　 第51回飯水小学校スキー大会 （未定）
⑤　 第39回長野県小学生クロスカントリースキー選手権大会 （未定）
⑥ 第70回全校高等学校スキー大会 2月6日～10日
⑦　 第7回戸狩マスターズスキー大会 （未定）
⑧　 2021クロスカントリーナイタースプリント大会 （未定）
⑨ 2021市民レクリエーションスキー大会 （未定）
⑩　 2021市民スキーフェスティバル （未定）
⑪　 第54回鍋倉山スキーツアー （未定）

競技部事業計画
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令和2年6月1日 ～ 令和3年5月31日

収入の部 (単位：円）

令和2年度 令和1年度

項    目 予算額 予 算 額 比   較 備        考

クラブ費 980,000 1,000,000 △ 20,000 クラブ会費

補助金 2,000,000 2,000,000 0 大会事業費補助金等

協力金 298,000 349,000 △ 51,000 スキー学校委員会各スキー学校指導料（戸狩・斑尾）

大会参加費 220,000 220,000 0 大会参加費

雑収入 2,396 51,997 △ 49,601 貯金利子等

繰越金 1,059,604 979,003 80,601 前年度繰越金

合計 4,560,000 4,600,000 △ 40,000

支出の部

令和2年度 令和1年度

項    目 予算額 予 算 額 比   較 備        考

会議費 170,000 180,000 △ 10,000 総会・理事会議等

事務局費 1,820,000 1,820,000 0

　賃金 1,670,000 1,670,000 0 事務員賃金・作業日当・役員手当て等

　事務費 150,000 150,000 0 事務消耗品、通信費、HP年間更新料、振込手数料等

事業費 400,000 390,000 10,000

　総務部 100,000 90,000 10,000 SAJ・SAN登録料クラブ負担、SANウェア負担金等

　教育部 90,000 90,000 0 強化研修費等

　競技部 210,000 210,000 0 大会週間協力員日当等

負担金 110,000 110,000 0 県連、北信州スノースポーツ活性化協議会等

諸費 100,000 140,000 △ 40,000 慶弔費、諸会費等

旅費 100,000 100,000 0 県連等会議旅費

大会運営費 1,720,000 1,720,000 0 市民AP・フェスタ等運営費

予備費 140,000 140,000 0

合  計 4,560,000 4,600,000 △ 40,000

収入合計 4,560,000 4,600,000

支出合計 4,560,000 4,600,000

差引残高 0 0

令和2年6月　8　日　報告

　　　飯山市スキークラブ会長　高橋信夫

令和2年6月　　　日　承認

令和２年度　飯山市スキークラブ予算書（案）

※付帯事項　項目間の流用は理由をもって可とする。
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飯山市スキークラブ会則第５条の規定により、役員の選任を求める。

会長 髙橋　信夫

副会長 清水　功市

副会長 荻原　貢

副会長 岸田博章

　　　　　　　　　　　　　　　　　

役員改選について
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第１章　 名称及び事務所

第１条　 本会は、飯山市スキークラブと称する。

第２条　 本会は、事務所を飯山市大字旭4722番地・飯山市民体育館内におく。

第２章　 目的及び事業

第３条　 本会は、冬季スポーツの興隆と体育の振興を図り、もって市民体育の向上に資することを目的とする。

第４条　 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

①スキー大会の開催及び支援

②スキー競技選手の強化養成

③教育スキーの普及及びスキー学校の指導監督

④長野県スキー連盟に加入すること

⑤飯山市体育協会に所属すること

⑥その他本会の目的達成に必要な事業

第３章 　役　　員

第５条   本会に次の役員をおく

会　長　　 １　名　　 総会において選出する

副会長　　 ３　名　　 総会において選出する

理　事　 若干名　　 総会において選出する

監　事　 ２　名　　 総会において選出する

幹　事　　 若干名　　 会長が委嘱する

第６条　 会長は、会務を統括し、本会を代表する。

副会長は、会長を補佐し、会長事故のあるときはその職務を代理する。

理事は、理事会を組織し、本会の会務を掌握する。

監事は、本会の会計を監査する。

幹事は、会長の命を受け、庶務会計の任にあたる。

第７条　 役員の任期は２ケ年とし、補欠による役員は、前任者の残任期間とする。

役員は、任期終了後も、後任者の就任するまでは、その職務を行う。

第８条　 本会に名誉会長、顧問及び名誉会員をおくことができる。

第４章　 会　　議

第９条   １　本会の会議は総会、理事会及び役員会とし、会長はこれを招集する。

総会は、定例会と臨時会とし、定例会は年１回、臨時会は必要に応じてこれを招集する。

理事会は、会長、副会長及び理事をもって組織し、総務部、教育部及び競技部に分かれ、

各々本会の事業を立案し、かつ会務を執行する。各部の長は副会長とする。

飯山市スキークラブ会則
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役員会は、全役員をもって組織し、必要に応じてこれを招集する。

総会は、全会員がこれに参加し、次の事項を審議する。

（１）規約の改廃

（２）予算の議決及び決算の承認

（３）事業計画

（４）財産の取得及び管理

２　スキー学校委員会を設け、委員長は校長会で選出する。委員会は２校を統括し、普及・発展に努める。

第５章　 会　　計

第１０条　 本会の経理は、会費、交付金、寄付金及びその他の収入をもってこれにあてる。

　　　　　 会費は、当該年度の総会に於いて決定する。

第１１条　本会の会計年度は、毎年６月１日に始まり、翌年５月３１日に終わる。

第６章　 入　　会

第１２条　 本会に入会しようとするものは、理事の推せんを付して入会申請を会長に提出し、理事会の承認を

得なければならない。

理事会の承認を得たものは、入会金５，０００円を納付しなければならない。

第７章　 会則の変更

第１３条　 本会の会則は、出席者の４分の３以上の同意を経なければ変更することができない。

第１４条　 会則の施行について必要な細則は、役員会の決議を経て会長が定める。

1 準指導員資格取得条件を次のように定める。

受験者は、(1)クラブ員登録１年以上経過した者とする。

　　　　　　　(2)ＳＡＮ大会週間等役員協力した者とする。

ただし、校長又は地区責任者の推薦のあったものに関しては、受験後上記の条件を満たすことと

しても良い。

飯山市スキークラブ内規

25 ページ



氏   名 生年月日 1942年11月27日

本籍地

望月　武

飯山市瑞穂小菅6072-1

飯山市スキークラブ副会長、８期１６年の要職に就かれこの間に北竜湖スキー学
校の代表として飯山市内小学校スキー教室、身体障害者スキー教室の指導に
尽力され、飯山市におけるスキー界発展に寄与された。また、飯山市体育協会
の監事を１年、理事を10年務めた。1998年長野冬季オリンピックでは長野県ス
キー連盟計時計算オペレーター委員として出向し、活躍された。功績の概要

令和２年度飯山市スポーツ振興功労表彰

受賞者の紹介
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地区名 氏　　名 地区名 氏　　名 地区名 氏　　名

1 飯　山 清水　功市 51 市役所 岡田　瑞生 101 戸　狩 木原　初夢

2 飯　山 浦野　裕之 52 市役所 栗田　　茜 102 戸　狩 大谷　雅世

3 飯　山 山本　浩二 53 市役所 萩原　直基 103 戸　狩 岸田　　修

4 飯　山 川口　雅司 54 市役所 髙津　　翔 104 戸　狩 木原　美紀

5 飯　山 山崎　孔子 55 市役所 市村　耕太郎 105 戸　狩 宮本　里奈

6 飯　山 山﨑　一郎 56 市役所 塚原　　茜 106 戸　狩 鈴木　和夫

7 飯　山 本木　匡弘 57 戸　狩 宮沢　要吉 107 戸　狩 西村  嘉希

8 飯　山 山﨑　慎一 58 戸　狩 高橋　信夫 108 戸　狩 ブキャナン　サムエル

9 飯　山 服部　正秋 59 戸　狩 市川　晴樹 109 常盤・北竜湖 長谷川　宏俊

10 飯　山 小池　優喜 60 戸　狩 水野　英夫 110 常盤・北竜湖 万場　喜夫

11 飯　山 鷲森　秀樹 61 戸　狩 荻原　　貢 111 常盤・北竜湖 高橋　恒明

12 飯　山 高橋　　伸 62 戸　狩 高柳　　朗 112 常盤・北竜湖 丸山　知雄

13 飯　山 松本　淳一 63 戸　狩 小林　敏裕 113 常盤・北竜湖 生越　純恵

14 飯　山 竹内　　亨 64 戸　狩 小田　和子 114 常盤・北竜湖 望月　　武

15 飯　山 赤池　　修 65 戸　狩 上野　勝博 115 常盤・北竜湖 宮崎　ゆかり

16 飯　山 大口　魁斗 66 戸　狩 丸山　政浩 116 常盤・北竜湖 宮崎　　学

17 飯　山 清水　　拓 67 戸　狩 宮沢　春夫 117 常盤・北竜湖 倉科　　潤

18 飯　山 深谷　真央 68 戸　狩 斉藤　達二 118 常盤・北竜湖 丸山　圭太

19 飯　山 本山　大夢 69 戸　狩 奥村　圭介 119 常盤・北竜湖 佐藤　雅俊

20 柳原・信濃平 高橋　一浩 70 戸　狩 高橋　将也 120 常盤・北竜湖 沼田　鉄平

21 柳原・信濃平 広井　和志 71 戸　狩 田村　　睦 121 常盤・北竜湖 齋藤　真彦

22 柳原・信濃平 八重田　裕明 72 戸　狩 大口　　猛 122 常盤・北竜湖 小坂　啓二

23 柳原・信濃平 岸田　博章 73 戸　狩 高橋　直人 123 常盤・北竜湖 清水　和成

24 柳原・信濃平 竹田　　聰 74 戸　狩 浅野　真紀 124 フリースタイル 伊村　　健

25 柳原・信濃平 佐藤　昌幸 75 戸　狩 水野　政春 125 斑　尾 渡辺　雅彦

26 柳原・信濃平 清水　寛仁 76 戸　狩 中西　秀徳 126 斑　尾 広辺　千尋

27 柳原・信濃平 前澤　健太 77 戸　狩 小境　健太 127 斑　尾 鈴木　法文

28 柳原・信濃平 阿部  国広 78 戸　狩 江澤　遠大 128 斑　尾 青木　　剛

29 柳原・信濃平 服部　　涼 79 戸　狩 深石　広明 129 斑　尾 芦田　直哉

30 柳原・信濃平 小湊　寿幸 80 戸　狩 木村　里美 130 斑　尾 岡田　美和子

31 柳原・信濃平 関　　孝和 81 戸　狩 青木　純平 131 斑　尾 北川　友弥

32 柳原・信濃平 堀川　雅基 82 戸　狩 辻永　健策 132 斑　尾 林　　正人

33 柳原・信濃平 小川　直人 83 戸　狩 田中　有也 133 斑　尾 子安　亮太

34 柳原・信濃平 広井　花奈 84 戸　狩 大谷　正洋 134 斑　尾 本間　　均

35 市役所 佐藤　俊平 85 戸　狩 山中　剛健 135 斑　尾 中嶋　寛幸

36 市役所 北條　一義 86 戸　狩 庚　　敏久 136 斑　尾 松原　広紀

37 市役所 常田　新司 87 戸　狩 丸山　裕樹 137 斑　尾 林　真希子

38 市役所 栁    　透 88 戸　狩 二ノ宮　千沙子 138 斑　尾 中岡　優華

39 市役所 東　　禎孝 89 戸　狩 宮沢　雅人 139 斑　尾 丸山　佑斗

40 市役所 丸山　和幸 90 戸　狩 増山　達也 140 斑　尾 足立　桃夏

41 市役所 藤本　智教 91 戸　狩 髙橋　富夫

42 市役所 小泉　　仁 92 戸　狩 高橋　亮

43 市役所 小泉　　敦 93 戸　狩 八重田　真

44 市役所 小坂　洋成 94 戸　狩 丸山　大樹

45 市役所 江口　和也 95 戸　狩 大口　潤

46 市役所 竹内　択 96 戸　狩 宮本　翔平

47 市役所 山室　　忠 97 戸　狩 山口　好洋

48 市役所 阿部　哲哉 98 戸　狩 小林　真紀

49 市役所 宮澤　千早 99 戸　狩 松本　芳和

50 市役所 小境　啓之 100 戸　狩 中村　隆星

令和元年度　飯山市スキークラブ会員名簿
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SAN公認　2020NHK長野杯長野県小学生アルペン選手権大会兼野沢ジュニアアルペンスキー選手権大会　20/2/11
３，４年男子 34位 清水 雅俊 飯山
３，４年女子 36位 三橋 佳歩 泉台
5，6年男子 21位 宮澤 優輝 戸狩 38位 大口 滉斗 泉台 49位 平井 駿輝 戸狩
5，6年女子 14位 鈴木 華夏 泉台 15位 山田さくら 泉台 16位 芦田 雪乃 飯山

2020　マックアースパインビークカップ　菅平ユース選手権大会　20/1/9〜10
男子大回転 6位 平井 颯馬 城北 22位 平瀬　慶 城南 34位 髙橋 駈琉 城北
女子大回転 8位 堀川 七桜 城北 35位 清水 藍 城南 62位 河野　沙彩 城南
男子回転 7位 平井 颯馬 城北 11位 髙橋 駈琉 城北 22位 平瀬　慶 城南
女子回転 6位 堀川 七桜 城北 20位 清水 藍 城南

第42回長野県大会週間　第57回長野県中学校総合体育大会冬季大会スキー競技会　20/1/14-16 栂池高原
男子回転 6位 平井 颯馬 城北 13位 平瀬　慶 城南 33位 服部 壮真 城北
女子回転 10位 堀川 七桜 城北 39位 河野　沙彩 城南 44位 清水 藍 城南
男子大回転 １位 平井 颯馬 城北 9位 髙橋 駈琉 城北 19位 平瀬　慶 城南
女子大回転 6位 堀川 七桜 城北 16位 清水 藍 城南 53位久保田 菜都 城南

第57回　全国中学校スキー大会　野沢温泉村　20/2/5-8
男子大回転 5位 髙橋 駈琉 城北 16位 平井 颯馬 城北
女子大回転 16位 堀川 七桜 城北
男子回転 11位 平井 颯馬 城北

２０２０　第3回　戸隠ユースカップ　20/2/25-26
男子大回転 4位 平井 颯馬 城北 11位 髙橋 駈琉 城北 25位 平瀬　慶 城南
女子大回転 6位 堀川 七桜 城北 17位 清水 藍 城南 51位 河野　沙彩 城南
男子回転 11位 髙橋 駈琉 城北 19位 平井 颯馬 城北 55位 服部 壮真 城北
女子回転 15位 堀川 七桜 城北 43位 河野　沙彩 城南

2019　第98回全日本スキー選手権大会（技術系）　2019/12/27〜28　北海道　阿寒
女子大回転 48位 小嶋　咲良 飯山 49位 佐藤　梨花 飯山 54位 吉野　恵実 飯山
男子回転 24位 薄井　理央 飯山 29位 小林　仁太 飯山
女子回転 31位 大西　珠巴 飯山 32位 佐藤　梨花 飯山

第42回長野県大会週間　第72回長野県高等学校スキー競技選手権大会　2020/1/15〜19
男子回転 6位 薄井　理央 飯山 8位 小林　仁太 飯山 13位 橋本 一貴 飯山
女子回転 1位 大西　珠巴 飯山 13位 小嶋　咲良 飯山 16位 佐藤　梨花 飯山
男子大回転 5位 薄井　理央 飯山 10位 髙橋 良伸 飯山 17位 小林　仁太 飯山
女子大回転 5位 大西　珠巴 飯山 15位 小嶋　咲良 飯山 16位 佐藤　梨花 飯山

第42回長野県大会週間　国体予選
少年男子 ２位 薄井　理央 飯山 12位 三浦 璃央 飯山 14位 小林　仁太 飯山
少年女子 10位 大西　珠巴 飯山 15位 佐藤　梨花 飯山 19位 小嶋　咲良 飯山

第69回全国高等学校スキー大会　20/2/3-7　新潟県妙高市
男子大回転 22位 薄井　理央 飯山 39位 髙橋 良伸 飯山
女子大回転 33位 大西　珠巴 飯山
男子回転 13位 小林　仁太 飯山 20位 薄井　理央 飯山
女子回転 52位 大西　珠巴 飯山

第75回国民体育大会冬季大会スキー競技会　　　20/2/16ー19 富山県
少年男子 7位 薄井　理央 飯山

令和元年度　飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会　アルペン部　大会成績

小学生の部

中学生の部

高校生の部
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６年男子 ３位 岡村　颯汰 飯山 ４位 山﨑　宏 飯山 ７位 服部　真仁 飯山 １７位 八井澤陽斗 木島
クラシカル2.5km ２０位 岡田　龍樹 飯山 ２３位 平野　天聖 常盤 ２６位 川口　蓮 泉台 ２９位 大野　慎平 戸狩

３１位 宮崎　恵伍 秋津 ３２位 深石　叶大 戸狩 ３３位 田中　秀磨 秋津 ３４位 小境　士道 戸狩
３６位 丸山　琉弥 戸狩 ３８位 服部　海陸 泉台 ４０位 髙橋　蒼 秋津 ４１位 小林　悠翔 木島
４２位 宮崎　瑠莞

６年女子 ４位 小林　彰菜 飯山 ７位 山本　萌華 木島 ８位 大日方琴音 常盤 ９位 小林　寧音 戸狩
クラシカル2.5km １２位 髙島　妃菜 常盤 １４位 星野　早月 戸狩 １８位 小島ひより 飯山 ２０位 篠原　春華 飯山

２１位 森　來夢 木島 ２３位 須藤　優奈 飯山 ２６位 野嵜　愛 飯山 ２７位 松永　来実 秋津
５年男子 ４位 髙橋優太朗 飯山 １２位 服部　尚 泉台 １５位 六塚　凜 木島 １９位 太田　惟月 木島
クラシカル2.5km ２０位 石澤　翔 木島 ２１位 古谷　優翔 泉台 ２３位 山岸　優真 木島 ２５位 髙橋　昇太 泉台

２６位 六川　隼心 木島 ２７位 中山　疾風 飯山 ２９位 丸山　出穂 泉台 ３０位 出澤　一磨 戸狩
３１位 山田琥太郎 泉台 ３３位 酒井　悠人 泉台 ３６位 町井　玖吏 泉台

５年女子 ９位 石川　優菜 木島 １５位 伊東　咲幸 木島 ２０位 小野澤優桜 木島 ２４位 小林　映瑠 木島
クラシカル2km ２５位 望月　悠花 戸狩
４年男子 １位 小島　善 飯山 ６位 藤田　諒太 東 １０位 深石　新大 戸狩 １４位 村山　未来翔 秋津
クラシカル2km １６位 丸山　拓人 飯山 ２０位 伊藤　陸 戸狩 ２１位 轟　仁汰 戸狩 ２２位 中山　柊風 飯山

２３位 髙野晃太郎 東 ２４位 佐々木陽大 戸狩 ２５位 宮崎　快莞 秋津 ２８位 井上　律恵 戸狩
４年女子 ５位 木内　絢花 常盤 ７位 青木　倖乃 泉台 １１位 高井たまき 東 １２位 青木　倫乃 泉台
クラシカル2km １３位 齋藤里莉奈 泉台 １７位 山岸　舞桜 木島 １９位 山室　果鈴 泉台 ２０位 栗林ののは 戸狩

２１位 藤沢　音羽 木島 ２２位 服部　心咲 飯山 ２４位 篠原　優香 飯山 ２５位 宮崎　祈 東
２６位 中村　夢香 飯山

３年男子 ４位 山本　湧心 木島 ８位 斉藤　隆希 飯山 １１位 青木　晴 常盤 １４位 小林　智希 木島
クラシカル2km １６位 中山　英飛 秋津 １７位 小林　蒼介 飯山 １９位 服部　海聖 泉台 ２０位 大野　幹太 戸狩

２２位 滝澤　歩 常盤
３年女子 １位 田中　希果 常盤 ９位 千坂　芽依 飯山 １０位 田中　真緒 秋津 １１位 丸山　侑浬 秋津
クラシカル2km １４位 六川　翠心 木島
２年男子 ５位 髙橋　陽斗 常盤 ６位 村山　仁汰 秋津 ７位 石澤　瑠望 木島 ８位 大熊　隆二 常盤
クラシカル1km ９位 水野　奏汰 常盤 １０位 山室　橙矢 泉台 １１位 古谷　捺貴 泉台 １３位 服部　朔海 泉台

１４位 岡村　榛馬 飯山 １５位 富井　陽友 飯山 １６位 宮崎　翔伍 秋津 １７位 髙野峻之介 東
１８位 佐藤　翔馬 秋津 ２０位 丸山　空飛 飯山 ２１位 山田　遥登 泉台 ２４位 嘉門　幸生 秋津

２年女子 １位 鷲野ゆりあ 飯山 ２位 松澤　怜愛 泉台 ３位 川久保莉美 戸狩 ５位 佐々木優奈 戸狩
クラシカル1km １０位 米持　美柊 東 １１位 小林　杏 戸狩 １３位 川口　眞 泉台 １４位 山田　優羅 飯山

１６位 町井　沙凪 泉台
１年男子 １位 山本　絢仁 木島 ３位 関　彪心 木島 ４位 斉藤　祥真 飯山 ９位 小林　龍介 飯山
クラシカル1km １２位 青木　胤人 泉台 １４位 浅野凜太郎 戸狩 １５位 塩川　聡大 泉台 １６位 滝澤　旬 常盤

１７位 井上　恵龍 戸狩
１年女子 ９位 太田　結吏 木島 １１位 服部　和夏 泉台 １４位 竹田　茉子 泉台
クラシカル1km

男子 ４位 松澤　柊斗 城北 ５位 大日向彩吹 城北 ６位 岡田　滉樹 城南 ８位 川久保力生 城北
クラシカル5km １２位 山﨑　悠 城南 １３位 大平　裕貴 城北 １４位 沼田　渉聖 城北 ２０位 小林　漣 城北

２１位 千野　伸河 城南 ２６位 江口　航太 城北 ２７位 富岡　輝 城北 ３３位 木内　暢浩 城北
４１位 栗林虎太郎 城北

女子 ３位 小林　華蓮 城北 ６位 山中　夢華 城南 ８位 小坂　璃彩 城北 １１位 佐藤　笑瑠 城南
クラシカル2.5km １９位 髙橋　幸由実 城南 ２１位 川久保　涼美 城北 ２３位 松澤　実夢 城北 ２５位 丸山　結衣 城北

２７位 小林　梨花 城南 ３２位 大口瑠梨羽 城南 ３３位 山中瑛玲七 城南
男子 ３位 松澤　柊斗 城北 ６位 岡田　滉樹 城南 １２位 大平　裕貴 城北 １３位 沼田　渉聖 城北
フリー5km １４位 川久保力生 城北 １５位 山﨑　悠 城南 １９位 大日方彩吹 城北 ２１位 富岡　輝 城北

２４位 江口　航太 城北 ２５位 小林　漣 城北 ３６位 栗林虎太郎 城北 ３７位 千野　伸河 城南
４４位 木内　暢浩 城北

女子 ９位 小林　華蓮 城北 １０位 山中　夢華 城南 １１位 小坂　璃彩 城北 １２位 佐藤　笑瑠 城南
フリー2.5km ２１位 丸山　結衣 城北 ２５位 髙橋幸由美 城南 ２６位 松澤　実夢 城北 ２７位 川久保涼美 城北

３１位 小林　梨花 城南 ３４位 山中　瑛玲七 城南 ３８位 大口瑠梨羽 城南

令和元年　飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会　クロスカントリー部　大会成績

小学生の部
第38回長野県小学生クロスカントリースキー選手権大会　2020/2/9　木島平村

中学生の部
長野県クロスカントリースキー競技記録会　2020/1/15～18　木島平村
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男子 １５位 岡田　滉樹 城南 ２２位 松澤　柊斗 城北 ２６位 山﨑　悠 城南 ３４位 川久保力生 城北

クラシカル5km ３９位 大日方彩吹 城北 ４６位 沼田　渉聖 城北 ６５位 大平　裕貴 城北
男子 ３位 岡田　滉樹 城南 １２位 松澤　柊斗 城北 ２２位 川久保力生 城北 ４４位 山﨑　悠 城南
フリー5km ４９位 沼田　渉聖 城北 ５０位 大平　裕貴 城北
女子クラシカル2.5km ８位 小林　華蓮 城北 ２１位 山中　夢華 城南 ２４位 佐藤　笑瑠 城南 ２８位 小坂　璃彩 城北
女子フリー2.5km ６位 佐藤　笑瑠 城南 １０位 小坂　璃彩 城北 １１位 山中　夢華 城南 ２５位 小林　華蓮 城北

女子フリー5km １１位 祢津　利宝 飯山 １３位 中島　果歩 飯山 １９位 芳川　千恵 飯山

男子フリー10km １位 小林　皓生 飯山 １３位 小島　宙輝 飯山 １９位 沓掛　隼士 飯山

女子クラシカル5km １位 中島　果歩 飯山 ３位 祢津　利宝 飯山 ６位 芳川　千恵 飯山

男子クラシカル10km ４位 小林　皓生 飯山 ５位 沓掛　隼士 飯山 １５位 小島　宙輝 飯山

女子リレー（5km×3） 祢津　利宝
中島　果歩
芳川　千恵

男子リレー（10km×4） 沓掛　隼士
小島　宙輝
小坂　飛翔
小林　皓生

第98回全日本スキー選手権大会　2020/1/23～26　  北海道音威子府村
男子スプリントフリー1.2km ２４位 小林　皓生 飯山 ３７位 沓掛　隼士 飯山
男子パシュート10㎞Ｃ+15㎞Ｆ １２位 小林　皓生 飯山 ３２位 沓掛　隼士 飯山

第75回国民体育大会冬季スキー競技会　とやま・なんと国体  2/16～19　富山県南砺市
少年男子クラシカル10km ３位 沓掛　隼士 飯山　 ４位 小島　宙輝 飯山　 １０位 森　龍輝 飯山 ２１位 小林　皓生 飯山
少年女子クラシカル　５ｋｍ　 ２位 祢津　利宝 飯山　 ７位 中島　果歩 飯山　 １１位 芳川　千恵 飯山　

女子リレー県選抜 祢津　利宝 飯山　 １走
５ｋｍ×３（成年混合） 中島　果歩 飯山　 ２走

少年男子リレー県選抜 沓掛　隼士 飯山　 １走
１０ｋｍ×４ 小林　皓生 飯山　 ２走

小林　皓生 飯山　 ４走

令和元年　飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会　クロスカントリー部　大会成績

高校生の部
第69回全国高等学校スキー大会　2020/2/3～7　　新潟県妙高市

１位 飯山

１位

第57回全国中学校スキー大会　2020/2/5～8　野沢温泉村

中学生の部

１位 飯山

１位
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[参考資料]

戸狩小 秋津小 秋津小 秋津小 戸狩小 秋津小 飯山小 秋津小 飯山小 秋津小 秋津小 秋津小 戸狩小 戸狩小

岡田成夢 齋藤洵太 村山未来翔 村山仁太 大塚知樹 髙橋　善 鷲森柑汰 丸山桧衣 坂本季花 傳田綾美 傳田好伽 小泉心円和 大塚愛佳 小林　雫

5月 26日 高社トレイルランニングレース 中野市
（小男子
5・6年3
㎞）24

（小男子
3・4年1.5
㎞）DS

（小男子
3・4年1.5

㎞）20

（小男子
1・2年1.5

㎞）10

（小男子
1・2年1.5

㎞）11

（小男子
1・2年1.5

㎞）12

（小男子
1・2年1.5

㎞）19

（小女子
5・6年3
㎞）14

（小女子
5・6年3
㎞）21

（小女子
5・6年3
㎞）22

（小女子
3・4年1.5

㎞）10

（小女子
3・4年1.5

㎞）21

（小女子
3・4年1.5

㎞）19

（小女子
3・4年1.5

㎞）12

16日 南魚沼市長杯ジャンプ大会 南魚沼市 11 14 13 22 4 3 6 9 DS

30日 第27回飯山市サマージャンプ大会 飯山シャンツェ 15 18 30 40 3 1 9 11 DS

8月 3日
第18回ライオンズクラブ杯全国ジュニアサマー
ジャンプ大会

秋田県鹿角市 1 5

8日 ほなみクロスカントリー大会 山ノ内町
（小男子4
～6年３
㎞）41

（小男子１
～３年２
㎞）11

（小男子１
～３年２
㎞）12

（小女子4
～6年３
㎞）10

（小女子4
～6年３
㎞）32

（小女子4
～6年３
㎞）24

（小女子4
～6年３
㎞）38

（小女子１
～３年2
㎞）７

22日 第7回北信州ハーフマラソン
野沢温泉村・木
島平村・飯山市

（小男子5
年３㎞）10

（小男子4
年３㎞）11

（小女子６
年３㎞）５

（小女子６
年３㎞）13

（小女子4
年３㎞）15

6日 魚沼市コスモスジャンプ大会 新潟県魚沼市
SJ 9

NC 10
SJ 11
NC 12

SJ 10
NC 13

SJ 15
NC 14

SJ 16
NC DS

SJ 2
NC 1

SJ 3
NC 4

SJ 8
NC 6

SJ DS
NC DS

20日
野沢温泉オリンピックスポーツパーククロカン大
会

野沢温泉村
（小男子4
～6年3
㎞）43

（小男子1
～3年2
㎞）11

（小男子1
～3年2
㎞）12

（小女子4
～6年3
㎞）10

（小女子4
～6年3
㎞）32

（小女子4
～6年3
㎞）24

（小女子4
～6年3
㎞）38

（小女子1
～3年2
㎞）７

5（県小5・
6年SJ)

５（県小４
年以下
SJ）

2（県小４
年以下
SJ）

12（県小４
年以下
SJ）

5(県小5・6
年SJ)

2（県小5・
6年SJ）

（シュナイ
ダー記念
小５・６年）
7（SJ）　12
（NC)

（シュナイ
ダー記念
小４以下）
5（SJ）　8
（NC)

（シュナイ
ダー記念
小４以下）
２（SJ）　4
（NC)

(シュナイ
ダー記念
小4以下）
12（SJ)
12（NC)

(シュナイ
ダー記念
小5・6年）
5（SJ)　4
（NC)

（シュナイ
ダー記念
小5・6年）
2（SJ）　５
（NC)

飯山高校 飯山高校 飯山高校 飯山高校 飯山高校 飯山高校 飯山高校 飯山高校 飯山高校 飯山高校 飯山高校

畔上祥吾 西方優人 宮﨑　諒 山本侑弥 小野沢秦雅 矢口昂太 中澤拓哉 宮﨑彩音 久保田真知子 畔上沙那 佐藤ひなた

5月 26日 高社トレイルランニングレース 中野市 44 53 146 11 41 131 75 37 23 28

6月 30日 第27回飯山市サマージャンプ大会 飯山シャンツェ 1 4 2 3 5 6 7 3 4 5 8

26日 第28回全日本サマーコンバインド朝日大会 北海道士別市 10 11 21 16 14 20 13 4 DS

28日
サンピラー国体記念第17回サマージャンプ大
会

北海道名寄市 39 55 36 49 76 72 63 10 7 DS

2日
第37回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大
会

北海道宮の森
シャンツェ

11 6 10 8 15 22 13 4 DS DS

26日
エイブルCHINTAIカップ
第31回塩沢ジャンプ大会

南魚沼市 8 10 9 4 19 18 14 9 8 15

9月 2日 ミタカカップ第19回妙高サマージャンプ大会 妙高市 6 7 4 15 13 9 5

6日
スペシャルジャンプLH記録会
in HAKUBA

白馬村 20 16 19 21 24 26 25 5 DS 8

26日
第98回全日本スキー選手権大会（SJ－26
日NH）

北海道札幌市 8

27日
2019サマーノルディックフェスティバルNC記録
会

白馬村 2 4 5 3 8 11 9 4 2

14日 第50回ピヤシリジャンプ大会 北海道名寄市 37 42 63 57 74 14 10 13

15日 第35回吉田杯ジャンプ大会 北海道名寄市 44 26 79 56 73 10 15 16

20日 第9回名寄コンバインドチャンピオン大会 北海道名寄市 8（少１） 17（少５） 23（少８） 10（少３） 18（少６） 25（少10） 14（少４） 2 4

21日 第38回全日本コンバインド大会 北海道 6 20 15 7 36 24 14 4 6

25日 第22回朝日ノルディックスキー大会 北海道
2（少NC)
16（少SJ）

7（少NC)
17（少SJ）

8（少NC)
13（少SJ)

3（少NC）
14（少SJ)

12（少NC)
21（少SJ）

14（少NC)
20（少SJ）

5（少NC）
1（少SJ）

3（中以上
NC）

DNS
4（中以上

NC）
16（中以上SJ)

第42回長野県スキー大会週間（第72回県
高等学校スキー選手権）

木島平村 DNS DNS
1（SJ)
1（NC)

DNS DNS
4（SJ)
3（NC)

3（SJ)
2（NC)

DNS DNS
2（SJ)
1（NC)

4（SJ)
5（NC)

第42回長野県スキー大会週間（第86回県
スキー選手権）

木島平村 DNS DNS
2（SJ)
4（NC)

DNS DNS
5（SJ)
5（NC)

4（SJ)
2（NC)

DNS DNS
2（SJ)
1（NC)

4（SJ)

第42回長野県スキー大会週間（第75回国
民体育大会冬季大会スキー競技会長野県

木島平村 DNS DNS
2（SJ)
3（NC)

DNS DNS
4（SJ)
4（NC)

3（SJ)
1（NC)

DNS DNS

17日 コンチネンタルカップ
クリンゲンタール
（ドイツ）

23（NC)

18日 コンチネンタルカップ
クリンゲンタール
（ドイツ）

30（NC)

19日
ユースオリンピック
ウィンターゲームス

ローザンヌ
（スイス）

13（NC) 16（NC) 2（NC) 5（SJ)

25日 コンチネンタルカップ レナ（ノルウェー） 49（NC)

26日 コンチネンタルカップ レナ（ノルウェー） 33（NC) 40（NC)

1日 コンチネンタルカップ
プラニッツァ（スロ
ヴェニア）

22（NC) 50（NC)

2日 コンチネンタルカップ
プラニッツァ（スロ
ヴェニア）

38（NC) 44（NC)

3～7日
全国高校総体第69回全国高等学校スキー
大会

新潟県妙高市
DNS（SJ)

2（NC)
18（SJ)
3（NC)

12（SJ)
13（NC)

DNS（SJ)
10（NC)

16（SJ)
7（NC)

15（SJ)
19（NC)

14（SJ)
4（NC)

4（SJ)
2（NC)

5（SJ)
7（SJ)
3（NC)

15（SJ)
8（NC)

22日 コンチネンタルカップ
アイゼンエルツ
（オーストリア）

41（NC)
6（NC)
3（団体

17（NC)

23日 コンチネンタルカップ
アイゼンエルツ
（オーストリア）

33（NC) 6（NC) 10（NC)

25～26日 第32回全国高校選抜スキー大会 野沢温泉村
5（SJ)
4（NC)

8（SJ)
12（NC)

13（SJ)
8（NC)

10（SJ)
5（NC)

1（SJ)

25～26日
第75回国民体育大会冬季大会スキー競技
会

富山県富山市
9（SJ)
1（NC)

12（SJ)
DNS（NC)

11（SJ)
6（NC)

16（SJ)
18（NC)

13（SJ)
2（NC)

3月 4日～8日
2020　FIS JUNIOR WORLD SKI
CHAMPIONSHIPS

オーバーヴィーゼ
ンタール

22（NC)
6（団体

6（団体
戦）

8（NC)
3(男女団

35（SJ)
8（SJ団

6（NC)

令和元年度　飯山市ジュニアスキー育成連絡協議会　ジャンプ部　大会成績

小学生の部

年 月　日 事　業　名　（内　容） 場　　　所

小学生男子 小学生女子

菅平高原 退団 退団 退団

2019年

6月

9月

10月

2020年 2月 退団

高校生の部

月　日 事　業　名　（内　容） 場　　　所

男子 女子

23日

長野県小学生スペシャルジャンプ選手権大
会兼
第61回菅平高原シュナイダー記念スキー大
会（小学生）

14～19日

2月

2019年

7月

8月

10月

12月

2020年

1月
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