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東京スキー大会は中止、 

でも現地は大盛り上がり!! 

    

2016/2/6-7 舞子スノーリゾートにて 
 「東京スキー競技大会」は少雪のため中止と決定しました。そこで、有志が中心となって声をかけあい、

急きょポール練習会がセットされました。土曜日はセンターリフト下、日曜日は大会バーンを使って練習

が行われました。１月下旬の暖冬で雪はしっかり融けて固まり、２月初めの日々降る積雪が功を奏し、近

年の舞子には珍しいぐらいのいいバーンに仕上がりました。併せて少雪で地面の微妙な凹凸がウェーブに

なり、それを考慮したセットは、いくつものリズム変化を作り楽しいコースとなりました。 

土曜日の夜は、クレブ岸野社長と舞子スノースクールの阿部コーチを迎え、４０人を超える参加で交流

が行われました。クレブ提供のヘルメット、販促用のウィンドブレイカー、T シャツ、スキー小物など空

くじなしの抽選会、参加した８クラブの紹介と続き、恒例の「魚沼産こしひかり」争奪じゃんけん大会で

幕を閉じるまで、中止の悔しさを晴らすかのように舞子の夜は大盛り上がりとなりました。（ｋ.ｔ） 

ワールドカップ観戦記 
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   東京スキー協 理事長  出崎 福男 

2月 13，14日の両日、日本で 10年ぶりとなるアルペンスキーもワールドカップ（W杯）湯沢苗場大会

が開催された。東京スキー協の会員で現地観戦した方々もあり、また多くの方がテレビ観戦されたと思

う。私自身も全レースをテレビ観戦し、大会実行委員会副会長でもある皆川賢太郎さんの解説に「なる

ほど」と思うことが多くあった。 

毎日新聞によると「国内でのアルペンスキーW杯開催は 2006年の志賀高原（長野）大会以来 10年ぶり

で、苗場開催は 41年ぶり。日本での W杯は初めて開催された 1973年の苗場大会以来 2年に 1回ほど開

かれていたが、数億円の開催費用がかかることなどから 06年を最後に行われていなかった。今回は国際

スキー連盟が日本での開催を望んだことを受け、湯沢町が中心となって地元企業などの支援を募った。」

とのこと。実際の費用だが、湯沢町の負担総額が 7000万円で、「同町によると、国際スキー連盟（FIS）

が 7月に会場となる同町三国の苗場スキー場を視察した際、人工降雪機の増設やコース整備を求めたた

め、開催費用は当初の約 2億 5900万円から約 3億 4600万円へと約 8700万円増額。町の負担分も、当初

の 2000万円から膨れ上がった。追加分の残りについては、全日本スキー連盟（SAJ）が 2000万円を負担

するほか、日本スポー ツ振興センター助成

金、企業協賛金などで 捻出する。」（昨年 9

月 25日の毎日新聞地 方版）とのことであっ

た。 

新潟日報によると、 観客は 2日間で延べ 1

万人以上訪れ、チケッ トの多くは首都圏で

売れた。また少雪から 大雪、急激な気温上昇

と天候に振り回され た大会だった。延べ 2

千人以上の関係者が 連日コースを整備し、

全日程をこなすこと ができた－とのこと

である。事前の全国紙 やテレビによる報道

はあまりなかったようであるが、新潟日報は 2月 7日に 2面使って大会コースや県民の期待の声を大き

く報道していた。 

皆川賢太郎さんは、NHKテレビの解説の中で、この苗場のコースを世界一流のコースにしていきたいと

いう思いを熱く語っていた。ヨーロッパ・北米だけでなく、雪質の異なる日本でも開催してこそ本当の W

杯になるとも語った。ウェーブを作ったことなどで難易度の高くなったコースが気温上昇による雪質の

変化で更に難しくなったように思える。ヒルシャーの SL 途中棄権は意外だったが、全体として見れば、

優勝は第一シードの上位 7人からだし、多くの選手が出場しているヨーロッパのアルペン強国が上位を

占めた形だ。コースの難しいポイントについての情報は後からスタートする選手に伝わっていた。勝利

できる体制を持っているチームが勝つのだと思われる。 

コース作りについて皆川賢太郎さんは、12月の記者発表会で人工降雪機によって雪の密度を上げる必

要性に触れながら、氷のコースを用意しないことはサッカーでいえば芝のグランドを用意しないで土の

グランドを使ってくださいと言うようなもの－というたとえ話をしていた。 

アルペンスキーW杯についての理解が日本国内で広がり、引き続き開催されることを望みたい。 

リレーエッセイ 雪紋 

 

アルペンスキーＷ杯 

湯沢苗場大会開催の周辺 
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世界のトップ選手が集結する“ホワイトサーカス” 

行ってきました、湯沢苗場ワールドカップ 2016！！ 
2016/2/13-14 苗場スキー場 

レース開催が危ぶまれるほどの悪天候が予想された苗場

ですが、奇跡的な天気の回復と、劇的なレースの結果に沸

いた２日間でした。まず、ドファー(GER)がＧＳ、ＳＬと

も１本目ラップを奪いながらいずれも表彰台に上れなかっ

たこと。そして、ＳＬでは一時は優勝前線から離脱かと思

われたノイロイター(GER)、まさに”一滑入魂”、２本目の

怒涛の滑りで、同じ苗場での父、母のリザルトを超える優

勝を果たしました。驚いたのは無敵の帝王ヒルシャー

(AUT)がＳＬ１本目の序盤に片足反則…、ここまでＳＬ７

戦中６勝と今季絶好調のクリストファーセン(NOR)の撃沈

と、日本の軟らかい雪に手こずるスーパースターの人間ら

しさも垣間見ることができました。ＧＳでは、情報戦が功を奏したかフランス、イタリアがチームとし

て好調のなか、パンチュロー(FRA)が今季初優勝を飾りました。 

それぞれのレース前日の夕方行われる公開ビブドロー（シード選手のスタート順を決める抽選会）を

待つプリンスホテルの前では、新潟の日本酒や甘酒、豚汁が無料でふるまわれ、花火も上がり祭りさな

がら。スキーメイトの取材班とも合流し、世界のトップ

選手を目の前に大興奮の夕べとなりました。 

日本人選手は残念ながら結果を出すことはできません

でしたが、このレースと、前走にも１０代の選手が出場

していました。選手たちはみな関連組織から育成費や強

化費の出ないなか、ほとんど自費でトレーニングと各地

転戦をしていると聞きます。女子にいたっては日本代表

チームの体をなしていません。熱意ある選手に必要な支

援が行き届き、選手自身納得のいくレースができること

を祈るばかりです。今後に期待したいしたいです！ 

（競技スキー委員会 長谷川かよ子） 

※詳しい様子は次号のスキーメイトにご期待ください！ 

 

スノージャンボリー ＊お申し込み受付中！!＊（締切 3/4） 
日 程：２０１６年３月１８日（夜・半泊）２１日（月・祝）  現地集合・現地解散 

会 場：志賀高原一の瀬エリア  宿 泊：志賀一井ホテル 参加費：30000円～33000円 

選べる４つのコース （コブ入門コースのみ、参加費 33000円） 

① 志賀高原全山コース（ワンポイントレッスンをしながら広大な志賀高原のゲレンデ巡り） 

② 山スキー入門コース(スキー協山スキーリーダーの指導で、日帰り山スキールートへ) 

③ 技術レベルアップコース（いくつかのゲレンデを使って技術レベルアップ講習） 

④ コブ入門コース(現地キタムラスノースポーツスクールのコーチによる小回りコブ講座) 

テレビに映り込んだ一行 
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ＧＷ・2016年の滑り納めに 

 

春の陽ざしを浴びて、風をいっぱいに颯爽とすべる爽快感。雄大な自然の中を。 

この時期こそ山スキーの楽しみが味わえます。 

２０１６年ＧＷ、滑り納めに、山スキー教室に参加してみませんか。 

 

鳥海山（5/3(火)～5/5(木)）  

秋田県（矢島）・まさか 参加費34,000円（※打合せ会4月13日） 

東北の名山。秀麗な山容を見せてくれます。山頂から５キロのロング

コースを滑ります。積雪の多さと共に最良の山スキーの場を提供してい

ます。                                     

【2015年山スキー記録集から】 

鳥海山山頂の一つ七高山を目指す。天気予報は、晴後、雨。祓川から

七つ釜避難小屋、氷の薬師、舎利坂から左の雪渓を経て山頂をめざした。

１２時４０分頃山頂へ。天気は崩れず持った。 

山頂から少し下ったところで昼食、時間がたつとポツポツと雨が…、帰りを急ぐ。往路を下りた。 

 

八甲田山（5/3(火)～5/6(金)）  

青森県（猿倉温泉）・猿倉荘 参加費 50,000円（※打合せ会 4月20日）  

南・北八甲田山のバリエーション豊富な広大な山域を縦横無尽に、春

スキーの決定版です。山スキーの入門にも最適なところです。  

【2015年山スキー記録集から】 

すいれん沼から小岳に向かう。雪が少なく、いつもより低い位置から

小岳を巻く夏道が出ている。板を担いで川のように水が流れる道を登り

つめ山頂に到着。時間が予想以上にかかったので、高田大岳を断念。 

猿倉コースへ下る予定だったが沢が空いているとの情報もあり、小岳の斜面を途中からトラバースする。薮

を抜けるのに苦労しながらすいれん沼へ。 

 

立山・剣沢（5/20(金)～5/22(日)）  

富山県（地獄谷温泉）・雷鳥荘 参加費 31,000円（※打合せ

会 5月10日）  

北アルプス3000ｍ級の雄大な斜面の大滑降は爽快感満点です。

宿では、温泉につかり星空を眺めて気分は極楽気分になるで

しょう。  

【2015年山スキー記録集から】 

剣御前小屋へ１０時に着く。ここから剣沢を滑降する。少

し下ると剣岳を正面上に見る。新しく移った剣沢小屋まで素晴らしい斜面が続く。さらに剣沢滑降は続く。 

しかし、楽あれば、苦あり？ 下れば、登り返す。 

登り返し剣御前小屋へ。一服し、剣御前小屋下から一滑りし雷鳥沢左の尾根に入り、左の広大な斜面へ、本

日最後の滑降を楽しんだ。剣沢を登ってきた体には堪えるが、滑降を楽しんで、称名川を渡り、シールを着け

雷鳥荘へは一登り。帰着。 

詳細は→ http://www.tokyoskikyo.org/iinkai/yamaski/images/pdf/2016school_all.pdf 

春スキーへのお誘い 

http://www.tokyoskikyo.org/iinkai/yamaski/images/pdf/2016school_all.pdf
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ご協力ありがとう！！ 
東京スキー協財政強化・震災復興支援春休み子どもスキー募金 

 東京スキー協第48期財政強化及び震災復興支援春休み子どもスキーへの募金要請に対し、各クラブ、

個人、行事参加者の方々から積極的に募金が寄せられています。2 月 23 日現在で 290,876 円となっ

ています。募金にご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。 

しかし、雪不足による競技大会など東京スキー協主催行事の中止により、財政状況はより厳しくなっ

ており、全国スキー協の春休み子どもスキーの募金も計画どおり進んでいません。ひきつづき、クラブ、

会員の皆さまの募金へのご協力をお願いします。                   総務部 

■募金にご協力を頂いたクラブ、個人等の皆さん（敬称略）■ （2016/2/23 現在） 

（クラブ）つらら、こなゆき、ウイークデー、どさんこ、練馬ヒューマン、中野スノー、まっくろけ、てんとおむし 

（個 人）伊藤正司、海野茂、望月清子、梶並由美子、川上咲子、川崎博子、川島泰士、石川徹彦、稲葉淑子、 

吉田安信、宮崎良夫、関 誠、佐藤正広、小川正夫、鈴木肇、諏訪智子、市川正幸、紅葉登志子 

（行事参加者）越年スキー、テクニカルフェスタ、総会交流会、理事会交流会 

 

 

 

震災復興支援「春休み子どもスキー」 

募金とボランティアにご協力を！！ 

最後となる 5 回目の復興支援「春休み子供スキー」が近づいてきました。参加する子どもたち 

 は日増しに楽しみを募らせていることと思います。その子供たちの笑顔のために、あなたの力を 

 ぜひお貸しください。 

募金、スキー指導・ホテルでの生活指導ボランティアなど、まだまだ不足しています。とくに 

宮城での女子児童の参加が多いため、大勢の女性ボランティアが必要です。スキーヤーだからで 

きる応援、よろしくお願いします。 

   □ 岩手「春休み子供スキー」3 月 19(土)、20 日(日)《八幡平リゾートスキー場》 

   □ 宮城「春休み子供スキー」3 月 28(月)、29 日(火)《宮城えぼしスキー場》 

◆支援募金は下記へ振り込んでください。 

郵便振込口座（00110－7－88004）東京都勤労者スキー協議会 ※支援募金と明記のこと。                       

◆ボランティアの申込、問い合わせは、小川 洋（全国スキー協理事長）090-8109-7716 まで 

お願いします。 

 

今年もあの吉岡大輔氏がコーチに決定！！ 

「大原ＧＳ＆ＳＬポールレッスン」の魅力 

①オリンピック選手吉岡大輔さんの滑りが生で見られる。②いままでのコーチの中でもピカ一のほ 

め上手、「自分はそんなにも上手いんだ」と天にも昇る心持になれます。 ③理論的で丁寧なアド

バイスは、これまでの参加者も納得済み。④WCUPの興奮を大原で体感。ポール未経験の方も、スキー

の新たな魅力・楽しみを感じること間違いなし。⑤スキーの後は温泉と宿の手作り料理で満足。 

スキー場が少し遠いので、原則、前泊として、みんなで相乗りして行きます。いよいよ、シーズン

も最終、シーズン中の疑問点や課題をクリアにするチャンス。※詳しくは本通信の同封物とＨＰで。 

４月８日（金）夜～１０日（日）  参加費２７,０００円（２泊３食、コーチ代、保険代）  
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編集後記 エビノシッポ 

WCUP 湯沢苗場大会が終わりました。現地には行けませんでしたが、スキー協の仲間から送られてくる FB

とテレビ放送を通じて、現地の盛り上がりを感じることができました。日本選手がスタートすると、怒涛のよ

うな「ウオー」という歓声は当地開催でないと起こらないことでしょう。自分も選手になったような気持ちで

ワクワクした方も多いかと思います。競技スキーに興味を待たれた方もおられるかと思います。競技スキー委

員会のポール練習会は、４月の大原 GS&SL、７月の乗鞍のあと２回です。乗り遅れのないように…（ｋ.ｔ） 

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(火) 
・組織局会議 

・山スキー委員会  1 日(金)   

2 日(水)   2 日(土)  
関西 B 初中上級指導員

検定会 

3 日(木) 常任理事会  3 日(日)  〃 

4 日(金)   4 日(月) 組織局会議  

5 日(土)  全国スキー競技大会 5 日(火)   

6 日(日)        〃 6 日(水)   

7 日(月)   7 日(木) 常任理事会  

8 日(火)   8 日(金)   

9 日(水) 教育技術局会議  9 日(土) 大原 GS/SL レッスン 全国技術部会 

10 日(木)   10 日(日) 〃     〃 

11 日(金)   11 日(月)   

12 日(土) ・関東 B初中級指導員 

検定会 

・乗鞍山スキー教室 

 12 日(火)   

13 日(日)  13 日(水)   

14 日(月)   14 日(木)   

15 日(火)   15 日(金)   

16 日(水)   16 日(土)  
セッター養成検定/ 

研修会 

17 日(木)   17 日(日)  〃 

18 日(金)   18 日(月)   

19 日(土) スノージャンボリー 
復興支援春休み子ども

スキー（岩手） 19 日(火) 広報局会議  

20 日(日)      〃 〃 20 日(水)   

21 日(月)   21 日(木) 指導員合格を祝う会  

22 日(火) 広報局会議  22 日(金)   

23 日(水)   23 日(土)   

24 日(木) 理事会⑤  24 日(日)   

25 日(金)   25 日(月) 通信発送  

26 日(土)   26 日(火)   

27 日(日)   27 日(水)   

28 日(月)  
復興支援春休み子ども

スキー（宮城） 28 日(木)   

29 日(火) 通信発送 〃 29 日(金)   

30 日(水)   30 日(土)   

31 日(木)      

３・４月カレンダー 

テクニカルコンペ/デモ選 


