
－1－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 

  

No.359 
発 行  

2014.3.１ 

発行責任者･小川 洋 
東京都勤労者スキー協議会 
〒170-0013 東京都豊島区東池袋２-39-２大住ビル４Ｆ 03（3971）4144 
ホームページ：http://www.tokyoskikyo.org/   E-mail：info@tokyoskikyo.org 

 

目 次 

東京スキー競技大会 ················································································· ２-３頁 

かぐら山スキー教室 報告 ············································································ ４頁 

東北震災復興支援「春休み子どもスキー」支援のお願い ······································ ５頁 

テクニカルコンペ＆デモ選案内／民宿「りょうしん」から ··································· ６頁 

Information ······························································································· ７頁 

３・４月のカレンダー ·················································································· ８頁 

今年は例年より参加者が少なかっ

たものの新しい参加者、久しぶりの参

加者、スキー協以外の参加者もあり、

変わらずの熱戦が繰り広げられまし

た。 

二日間天気にめぐまれ選手は気持

ちよく滑り、コース脇での応援もにぎ

やかでした。 
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東京スキー協第３８回スキー競技大会は２日

間とも好天に恵まれた舞子スノーリゾートにて

開催されました。 

今回の大会は１日目をクラブ対抗、２日目を

だれでも参加できるオープン大会として、両日

ともＧＳＬ２本としました。オープン大会とい

うことで、はじめてカラー印刷のポスターを作

製し、スキーショップや提携している宿、スキー

場に掲示を依頼しました。 

１日目スノーボード、ビギナーズを含む１４

クラス、２日目はビギナーズクラスを除いた１

２クラスで募集をしましたが、残念ながらス

ノーボードのエントリーはありませんでした。

女子１部は１日目２人、２日目４人、男子１部

は１日目４人、２日目が５人、男子２部は１日

目６人、２日目５人と３０歳以下の参加者が減

少している一方で、男子５部が１日目８人、２

日目６人と増加しました。 

１日目のクラブ対抗の１７クラブに一般参加

者を加え、８７名がエントリーしました。新し

いところで

はトライア

ルファミ

リークラブ、

てんとおむ

しＳＣ、高

島平ＳＣが

Ｔ・Ｔ・Ｔ

レーシング

としてチー

ムエント

リーしてき

た事です。

また、みな

としゅぷう

るからも久々のエントリーがありました。 

結果は６年連続の１位のスラロームＳＣ、２

位ＡＴＴＡＣＫ、３位には１１年ぶりにシーハ

イルＳＣが食い込みました。練馬ヒューマンＳ

ＣはＤＦ・ＤＱが大きく影響し入賞を逃す結果

になりました。 

２日目のオープン大会では７９名のエント

リーがありました。一般参加は例年参加してい

る品川ＳＣの選手と、インターネットを見て男

子一部にエントリーしてきた選手が１名ありま

した。その選手からは「アットホームで、レベ

ルが高い選手から初心者もいて楽しめる大会で

すね。運営もしっかりしていて、また参加した

いです。」と感想を述べていました。 

また、選手が宿泊している宿では掲示されて

いるポスターを見て「参加してみたい」「日程

がもっと早く分かれば」などの声もありました。

地元のスキークラブの関係者からは「オープン

でだれでも参加できるとは認識していなかった。

知っていればジュニアでのエントリーもいた可

能性がある」などの声もあります。今後の可能

性としては、もっと早く宣伝をしていればエン

トリーが増えるのではないかと思います。 

今回の大会では準備段階で、プログラムの誤

植、前日練習やメダルの手配ミスなどがありま

したが、選手の皆さんの協力で大きな怪我もな

く無事に終了する事ができました。あらためて

選手の皆さんに感謝すると共に今回の教訓を生

かし同じミスを起こさない様に事務局体制を強

化して次回大会を準備したいと思います。 

また、スキー場をはじめ大会への協賛・協力

を頂いた、宿・観光協会、地元のスキークラブ、

㈱クレブスポーツ、ポスターを掲載して頂いた

スキーショップの皆様に心から感謝をします。 

（大会組織委員長 小川 洋） 

クラブ対抗はスラロームＳ.Ｃ.が６年連続優勝！   ２０１４年２月１日、２日 

第３８回東京スキー競技大会 ご報告 

クラブ対抗順位

順位 クラブ名 合計
1 スラローム 61
2 ATTACK 55
3 シーハイルSC 49
4 雪舞 41
5 シュプール 26
6 まっくろけ 25
7 どさんこ 23
7 T・T・Tﾚｰｼﾝｸﾞ 23
9 銀嶺 21

10 練馬ヒューマン 18
11 日野風花 13
12 Buzz Style 10
13 ﾓﾙｹﾞﾝﾛｰﾃ 9
14 こなゆき 8
15 町田シャスネージュ 1
15 みなとしゅぷーる 1
15 コロポックル 1

合計 385
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大会リザルト（1～6位まで） 

 

 

１日目 ２日目

クラス 順位 名前 クラブ名 2本合計 クラス 順位 名前 クラブ名 2本合計

ビギナ男 1 服部　大地 一般 1:27.18 ｼﾞｭﾆｱ１ 1 中川　竜玖 一般 1:27.65

ｼﾞｭﾆｱ１ 1 中川　竜玖 一般 1:30.55 2 中川　慈瑛玖 一般 1:51.55

2 茂木　慎之助 ATTACK 1:31.89 3 太田　恒太郎 練馬ヒューマン 2:31.10

3 中川　慈瑛玖 一般 1:53.11 女子4 1 安田　直子 シュプール 1:32.27

4 茂木　駿一郎 ATTACK 3:24.56 2 幾島　博子 一般 1:34.71

女子4 1 安田　直子 シュプール 1:34.03 3 牧野　美智子 まっくろけ 1:47.78

2 三井　邦子 ﾓﾙｹﾞﾝﾛｰﾃ 1:45.19 4 岸波　えり 雪舞 1:54.40

3 牧野　美智子 まっくろけ 1:48.84 女子3 1 末広　明美 スラローム 1:25.82

4 岸波　えり 雪舞 1:56.58 2 川田　紀子 雪舞 1:29.87

5 桜井　文子 まっくろけ 2:43.03 3 加藤　展子 練馬ヒューマン 1:41.67

女子3 1 末広　明美 スラローム 1:24.98 4 平井　光子 雪舞 1:44.68

2 川田　紀子 雪舞 1:29.80 5 鎌田　清美 雪舞 1:47.66

3 岡本　良子 ATTACK 1:35.49 6 濱田　琴美 T・T・Tﾚｰｼﾝｸﾞ 1:51.48

4 濱田　琴美 T・T・Tﾚｰｼﾝｸﾞ 1:36.66 女子2 1 本多　賜代 シーハイルSC 1:19.51

5 平井　光子 雪舞 1:43.33 2 山口　信子 練馬ヒューマン 1:21.61

6 鎌田　清美 雪舞 1:44.34 3 長谷川　かよ子 T・T・Tﾚｰｼﾝｸﾞ 1:22.10

女子2 1 本多　賜代 シーハイルSC 1:18.13 4 佐々木　美香 スラローム 1:27.42

2 川居　直美 シーハイルSC 1:22.29 5 川居　直美 シーハイルSC 1:27.51

3 山口　信子 練馬ヒューマン 1:23.58 女子1 1 佐藤　舞祐 銀嶺 1:12.45

4 長谷川　かよ子 T・T・Tﾚｰｼﾝｸﾞ 1:24.59 2 中川　優 雪舞 1:21.89

5 佐々木　美香 スラローム 1:25.60 3 根本　光理 どさんこ 1:33.10

6 佐藤　重実 銀嶺 1:40.86 男子5 1 横田　忠道 スラローム 1:22.58

女子1 1 中川　優 雪舞 1:22.78 2 杉村　雄一 こなゆき 1:29.21

2 根本　光理 どさんこ 1:32.10 3 山田　恵照 日野風花 1:30.94

男子5 1 横田　忠道 スラローム 1:20.69 4 金井　欽吾 練馬ヒューマン 1:41.57

2 松浦　七郎 シュプール 1:25.70 男子4 1 桶谷　政博 シーハイルSC 1:11.89

3 杉村　雄一 こなゆき 1:28.75 2 聞間　至 T・T・Tﾚｰｼﾝｸﾞ 1:17.92

4 根本　力 日野風花 1:30.36 3 佐藤　喜一 スラローム 1:18.44

5 山田　恵照 日野風花 1:31.75 4 土屋　昇 雪舞 1:18.46

6 早川　宗延 ATTACK 1:32.49 5 堀井　幸保 銀嶺 1:19.83

男子4 1 桶谷　政博 シーハイルSC 1:09.96 6 市川　正幸 どさんこ 1:22.08

2 佐藤　喜一 スラローム 1:15.69 男子3 1 幾島　次雄 一般 1:12.39

3 聞間　至 T・T・Tﾚｰｼﾝｸﾞ 1:16.23 2 榎内　康夫 シーハイルSC 1:16.39

4 木村　誠 シュプール 1:17.42 3 近藤　安宏 練馬ヒューマン 1:17.34

5 市川　正幸 どさんこ 1:20.27 4 柴田　　敏 スラローム 1:18.46

6 堀井　幸保 銀嶺 1:20.41 5 宮森　重雄 まっくろけ 1:19.60

男子3 1 海老澤　洋 一般 1:11.13 6 武重　公明 ATTACK 1:20.26

2 幾島　次雄 一般 1:11.46 男子2 1 干川　清一 練馬ヒューマン 1:16.41

3 柴田　　敏 スラローム 1:15.50 2 石田　　大 スラローム 1:24.06

4 榎内　康夫 シーハイルSC 1:17.16 3 諏訪部　覚 どさんこ 1:28.72

5 宮森　重雄 まっくろけ 1:17.71 男子1 1 後藤　槙 一般 1:18.15

6 武重　公明 ATTACK 1:18.64 2 池　伸太郎 一般 1:23.53

男子2 1 本多　幸助 シーハイルSC 1:09.06 3 服部　大地 一般 1:28.73

2 佐藤　整尚 銀嶺 1:12.36 4 北村　遼平 一般 1:30.46

3 猪股　英智 ATTACK 1:20.20

4 石田　　大 スラローム 1:21.54

5 諏訪部　覚 どさんこ 1:30.11

6 干川　清一 練馬ヒューマン 1:47.51

男子1 1 浜津　順平 Buzz Style 1:13.70

2 早川　賢一 ATTACK 1:14.72

3 池　伸太郎 一般 1:20.69

4 北村　遼平 一般 1:27.05

一日目のレース後は「ふれあい館」で成績発表＆交流会。

ロビーでは毎年恒例、クレブ社長自らサービス価格で大盤

振る舞い！ 値引き交渉で大賑わいでした。 
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２０１４かぐら周辺山スキー入門教室報告 

・期 日：２０１４年１月２５日（土）～２６日（日） 

・参加者：伊藤、柴田、市川（３人,一般）。奈良谷、杉野（２人,雪けむり）。新井（前橋ス

ベロー）、 

・スタッフ：島崎（主コーチ：１人,日野風花）、潟見（コーチ）、福原（サポータ、記録） 

矢口（責任者：ランドネ) 

 

１月２５日（土） 晴れ 

みつまたの宿舎弥八に１０時集合し開講式。

シールなど道具の確認、早速現場へ。 

 今年はかぐら第５リフトが１月から運行し

ている、リフトを乗り継ぎゲレンデトップの

1845ｍ地点へ楽々到着。ここでシール装着、

潟見コーチの先導で尾根筋を行く。シール歩

行に苦労している方もいたが３０分程度シー

ル歩き、ゆったりした尾根を 1900ｍ上部まで

シール登行となった。 

午後３時を過ぎたのでシールを外す。周り

の山々が美しく見渡せ、これだけでも山ス

キーの醍醐味が伝わるような気がした。お待

ちかねの新雪滑降となる、なれない新雪でこ

けるとなかなか起き上がれず、全員が連なっ

て滑降というわけにはいかなかったが、山ス

キーの基礎滑降で皆満足そう。 

ゲレンデに戻り、滑降練習をして宿舎に帰

る。夕食後は、島崎主コーチから山スキー全

般、道具などの体系だったレクチャーがあり、

ビーコンチェックなどで参加者の山スキーへ

の理解が深まった様子であった。 

１月２６日（日） 雨のち雪 

二日目の予定は、かぐら峰周辺で山スキー

練習であったが、天候不良により机上講習。

昨夜に続き、磁北線を理解して読図や雪崩対

策で、経験に基づく道具の扱い方やヒヤリ

ハットなどの話が参加者にはよく理解できた

ようである。 

前日の講習について参加者の感想では、

「ゆったりした歩行ペースがよかった」や

「シールの扱いがまだまだ難しい」「雪の中

でビーコン探索をしたかった」などの意見が

あった。天候が悪かったので、予定の１５時

を早め１２時の終了となり２日間の教室を終

えた。 

机上講習や実技では経験の少ない参加者に、

なかなか短時間での習得は難しいものの、山

スキー入門教室として山スキーの基礎を学ん

でもらうという本講習は貴重な行事である。

せっかくの勉強できる良いチャンスでもある

ので、もっと多くの方が受講して山スキー仲

間 が 増 え る こ と を 願 っ て い る 。           

（福原 記） 

 

【まとめ】 

１日目の取組みは、初級の山スキー教室と

して良かったと思う。 

２日目は明け方から雨になり、その後雪に

変わった。新雪滑降もできたが、雨後の雪で

もあり、無理をせず座学ということも良かっ

たと思う。この場合に資料等をもう少し用意

しておけば良かったと反省している。実技中

心が基本と思うが、１日目の滑降の様子で技

術も不十分な参加者がいる中、余り無理を強

いることは厳しいと判断した。 

山スキー入門教室のイメージが自分なりに

固まったように思う。 

          （島崎 記） 
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春休み子どもスキーに支援募金のお願い 
 

全国スキー協が取り組んでいる東北震災復興支援、「春休み子どもスキー」の三た

びの成功に向けた募金を呼びかけます。 

みなさんの募金が、「子どもスキー」のリフトやバス、宿泊などに活用されます。

これまで参加された子どもたちからは「楽しかった、またスキーがしたい」「今度は

転ばずに滑りたい」「来年も参加したい」と、楽しかったスキーの感想がたくさん寄

せられました。また、保護者からは「今まであまり笑わなかった子どもの笑顔を久し

ぶりに見た」「いつもよりはしゃぎ回っている姿を見て、子どもなりに我慢していた

んだと実感した」「久々に親子でリラックスできた」など、指導員やスタッフが参加

者から元気をもらうような感謝の声が届いています。 

 ２月１０日現在、岩手では定員６０人に対して１００名、宮城では定員９０名に対

して１４０名を超える参加申込みがありました。財政的な問題から先着順で定員を超

えている申込みにはお断りをせざるを得ない状況にあります。 

二つの行事を成功させるためには３５０万円近い金額が必要ですが、全国に寄せら

れている募金は現在５０万円、これまでの残金をあわせても１５０万円しかありませ

ん。ボランティアも１０数名の申込みがある程度になっています。 

会員の皆さんに今以上のご協力を心から呼びかけます。 

 

２０１４年は次の日程で行います。 

○岩手県 ３月２２日、２３日 八幡平リゾートスキー場 

○宮城県 ３月２５日、２６日 宮城えぼしスキー場 

 

支援募金は下記郵便振込口座にお振り込みいただければ幸いです。 

郵便振込口座 ０１１０－７－８８００４ 

東京都勤労者スキー協議会 

（支援募金と明記下さい） 
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第３回テクニカルコンペ＆デモによる講習会、 

第１２回全国スキー協デモンストレーター選考会に参加しませんか？ 

【主催・主管】主催：全国勤労者スキー協議会   主管：関越ブロック協議会 

【開催期日】 ２０１４年３ 月２２日（土）、２３日（日） ※締め切り３月７日 

【開催場所】 アサマ２０００パーク（長野県小諸市高峰高原） 

【宿舎場所】 TAKAMINE Mountain Lodge（高峰マウンテンロッジ） 

〒384-0000 長野県小諸市高峰高原 TEL 0267-23-1712  

【集合場所・時間】 

TAKAMINE Mountain Lodge（高峰マウンテンロッジ）前、午前９時 

※変更ある場合、ロビーに案内を貼り出します。 

●全国スキー協デモによる講習会に参加できます。（３月２２日 ９:３０～１２:００） 

※競技種目、レギュレーション、申し込み方法、参加費等は全国ホームページでご確認く

ださい。（年齢によるクラス別で表彰があります） 

 

 

民宿りょうしん ５０周年 

東京スキー協とクラブが長年お世話になっている民宿「りょうしん」 

から手紙が届きました。 

「民宿りょうしん」がお陰さまで５０周年を迎えることができました。泊まりに来てく

ださったお客様には本当に感謝申し上げます。 

昭和３８年（１９６３）、今は亡きおじいさん、おばあさんが現在の建物を新築して年

末に「亮新旅舘」が誕生しました。オープン当時はスキーブームの入り口でした。どこも

満室で家族がお勝手で休んだ事もあったと聞いています。 

昭和４６年２代目が結婚しました。そして平成７年に「民宿りょうしん」とあらためて

営業がはじまりました。結婚して４２年、サラリーマンの妻、民宿のおかみは、はじめは

何も出来ず苦労の日々、そんな時代もありました。その間本当に大勢の皆さまとの出会い

がありました。お客さまが泊まりに来て下さるのが次第に楽しみになり、毎年のように常

連客さんとの再会が大きな力になりました。今は３人の娘は手伝うこともなく年老いた夫

婦が民宿のおじさん、おばさんで頑張っています。 
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４大行事、最後のひとつ、スノージャンボリー２０１４ をＰＲします！ 

“雪上で楽しもう！”をコンセプトに、様々に利用してもらえるよう企画しました。バスが出ます

ので、行き帰りと泊まりだけ一緒の「クラブ行事」としてもご利用頂けます。実行委員会としては

「ワンポイントレッスンゲレンデツアー」を用意しています。並んで順番に滑る教室ではありませ

んが、指導員が複数名おりますので、自分から指導員を捕まえてどんどん質問すれば勉強に

なります。 

それと、何故かコスプレをしないと参加出来ないと誤解している方が多いようですが、そんな

ことはありません。実行委員は怪しいオタク集団ではありませんのでご安心ください。もちろん、

コスプレしたい方も大歓迎です。今回は３連休ということもあり、広～い志賀高原の全踏破を目

指しています。たくさん滑りたい方はぜひ参加をご検討ください！ 

日 時： ２０１４年３月２０日（木）夜発～３月２３日（日）夜帰着 

場 所： 志賀高原 （宿泊：志賀一井ホテル） 

    〒３８１－０４０１長野県下高井郡山ノ内町志賀高原一の瀬 ＴＥＬ０２６９－３４－３７１１ 

参加費： ３８,０００円（会員割引あり） 

交通： 往復とも貸し切りバス（２０日夜２１時 豊島区役所前集合） 

※通信２月号と、今回の３月号に案内チラシを同封しています。 

※今月号の同封物： 

スノージャンボリー２０１４、石打花岡ポールレッスン、ガーラスプリングフリースキーレッスン、

栂池高原山スキー教室 

春休みジュニアスキーのご案内 （ジュニア委員会） 

（トライアルファミリー、板橋学童連絡協議会第２４回板橋親子スキーとの合同行事です） 

日程： ３月２８日（金）夜発～３月３１日（月）１９時頃帰着予定（往復貸切バス） 

集合・出発： ２８日（金）夜、大山（グリーンホール脇）、成増（川越街道・文教堂書店前）、それ

ぞれから２１時出発（集合は１０分前） 

行先・宿泊： 志賀高原 高天ヶ原 志賀パークホテル  

〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原高天ヶ原 ＴＥＬ：0269-34-2811 

定  員： ８０名  締め切り：３月８日（土） 

参加費： 大人３６０００円（高校生以上・大人）、小人３１０００円（中学生まで） 

（親子で参加の場合、割り引きがあります） 

〇参加費に含まれるもの：往復交通費、宿泊費、食事（昼食３回含む全８回）、スキー

教室、スキー保育、子ども交流会、傷害保険、事務費。 

● 最終日はフリー滑走となり、スクールありません。 

● リフト料金と、スキー・ウエアのレンタル料金（希望者）は別途必要です。 

※ ３月８日参加説明会を開催します。 

開催場所：成増社会教育会館 ２階ロビー 時間：１９：００～２０：００  

※通信２月号に要項チラシ申込書を同封しました。 

ジュニア委員会でも問い合わせメールをお受けします。 
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３月 東京スキー協 全国スキー協、他 ４月 東京スキー協 全国スキー協、他 

1日(土)  全国競技大会（戸狩 1日(火)   

2日(日)  〃 2日(水)   

3日(月)   3日(木) 常任理事会  

4日(火) 山スキー委員会  4日(金)   

5日(水)   5日(土) 栂池山スキー教室  

6日(木) 常任理事会  6日(日) 〃  

7日(金)   7日(月)   

8日(土)  スノーボード一般講

習・検定会（湯の丸 

8日(火)   

9日(日)  9日(水) 組織局、教育技術局  

10日(月)  全国常任理事会 10日(木)   

11日(火)   11日(金)   

12日(水) 組織局、教育技術局  12日(土) ガーラスプリング 

フリーレッスン 
全国技術部会 

13日(木) ウィークデー妙高池

の平  12-14 日 

 13日(日) 〃 〃 

14日(金)  14日(月)   

15日(土) ・石打花岡ポール 

レッスン 

・乗鞍山スキー教室 

 15日(火)   

16日(日)  16日(水)   

17日(月)   17日(木) 指導員合格を祝う会  

18日(火)   18日(金)   

19日(水)   19日(土)   

20日(木)   20日(日)   

21日(金)  

スノージャンボリー

2014（志賀 

 21日(月)   

22日(土) ・震災復興子どもス

キー（岩手） 

・テクニカルコンペ 

 アサマ 2000 

22日(火) 広報局会議  

23日(日) 23日(水) 
  

24日(月) 広報局会議  24日(木)   

25日(火)  ・震災復興子どもス

キー（宮城） 

25日(金)   

26日(水)  26日(土)   

27日(木) 東京理事会  27日(日)   

28日(金)   28日(月)   

29日(土) 
春休みジュニアス

キー（ジュニア委員

会、板橋の合同） 

 29日(火)   

30日(日)  30日(水)   

31日(月)     

３・４月カレンダー 


