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総務本部

総務本部委員
役　　　　　職 氏　　名 クラブ名

総務本部長 守　屋　裕　史 峡   東
総務本部副部長 金　谷　裕　司 ツウモロー

事務局 守　屋　久　美 事 務 局

大会運営委員会
役　　　　　職 氏　　名 クラブ名

大会運営委員長(競技） 渡　辺　雄　三 清　　里
大会運営副委員長 大久保　　　学 清　  里

大会事務局長 久　保　　　宏 清　　里
セッター委員会委員長 渡　辺　雄　三 清　　里

アルペン委員 利根川　一　幸 清　　里
アルペン委員 鈴　木　広　光 清　　里
アルペン委員 橋　本　　　拓 高 体 連
アルペン委員 渡　邉　靖　之 清　　里
アルペン委員 渡　辺　良　雄 富士吉田
アルペン委員 渡　辺　一　弘 富士吉田

ノルディック委員 　町　　貴　仁 富士吉田
ノルディック委員 広　瀬　本　男 峡   東
スノーボード委員 山　本　英　治 山梨県庁

教育本部委員 金　谷　裕　司 ツウモロー

エントリー委員会
役　　　　　職 氏　　名 クラブ名

委員長 久　保　　　宏 清　　里
事務局 小宮山　信　吾 大    泉
事務局 栗　栖　浩　二 大    泉

個人情報保護管理者
役　　　　　職 氏　　名 クラブ名

総務本部長 守　屋　裕　史 峡    東
登録委員会委員長 久　保　　　宏 清　　里
競技力向上部長 久　保　　　宏 清　　里

競技ポイント委員長 久　保　　　宏 清　　里
教育本部長 川　島　　　悠 清　　里

教育本部事務局長 金　谷　裕　司 ツウモロー

　ホームページ運営委員会
役　　　　　職 氏　　名 クラブ名

委員長・総務本部 守　屋　裕　史 峡    東
競技本部 小佐野　真　二 富士吉田
教育本部 秋　山　雅　樹 県    庁

教育本部（スノーボード部） 鈴　木　正　輝 CLUB　HARO
アルペン部 久　保　　　宏 清　　里

ノルディック部 町　　貴　仁 富士吉田
スノーボード部 山　本　英　治 山梨県庁
システム担当 雨　宮　　　久 デジハンズ昭和堂

競技本部
競技本部委員

役　　　　　職 氏　　名 所属クラブ名

競技本部副部長 望　月　政　英 RSTふじ

企画部長
SAY大会事務局長

渡　辺　雄　三 清    里

(NPO)山梨県スキー連盟　委員名簿

競技本部長
事務局

小佐野　真　二 富士吉田

競技力向上部長
国体事務局

久　保　　　宏 清　　里



アルペン部

役　　　　　職 氏　　名 所属クラブ名
部　長 渡　辺　雄　三 清　　里

ヘッドコーチ 浅　川　勝　正 清　　里
事務局 久　保　　　宏 清　　里
会  計 小宮山　信　吾 大　　泉
庶  務 久　保　　　宏 清　　里

事務局補助 奥　山　　　徹 県　　庁
計時計算委員長 久　保　　　宏 清　　里
計時計算委員 栗　栖　浩　二 大    泉
計時計算委員 奥　秋　由　香 中 体 連

ポイント委員会 久　保　　　宏 清　　里
SAJ・FISｴﾝﾄﾘｰ委員長 渡　辺　雄　三 清　　里

SAJ・FISエントリー事務局 横　内　知江子 清　　里
体育祭り実行委員会 渡　辺　雄　三 清　　里
競技運営副委員長 渡　辺　雄　三 清　　里

委　員 立　木　　　翔 サンメドウズ
委　員 青　柳　昌　彦 南  　稜
委　員 永　関　英　文 ひまわり
委　員 渡　辺　靖　之 清  　里
委　員 大久保　　　学 清　  里
委　員 渡　辺　一　弘 富士吉田
委　員 梅　田　祐　司 高 体 連
委　員 橋　本　　　拓 高 体 連
委　員 牧　井　大　輝

ノルディック部

役　　　　　職 氏　　名 所属クラブ名
ノルディック部長 町　　貴　仁 富士吉田

ノルディック部事務局 小　川　壮　太 峡    東
ノルディック部会計 小　川　壮　太 峡    東

強化コーチ 工　藤　直　樹 富士吉田
強化コーチ 佐々木　浩　文 富士吉田
強化コーチ 加々美　　修　 峡    東
強化コーチ 植　松　誠　二 清    里
強化コーチ 中　嶌　広　次 県    庁
強化コーチ 山　本　清　美 峡    東
強化コーチ 富　岡　俊　士 峡    東
強化コーチ 山　口　里　奈 峡    東
強化コーチ 柳　原　安　里 峡    東

スノーボード部

役職 氏名 所属クラブ名
部長
事務局
会計
副部長・掲示計測委員長 加藤　昌史 山梨県庁スキークラブ
事務局補助 中込　多恵 山梨県庁スキークラブ
主任競技力強化コーチ 鵜川　二三夫 山梨県庁スキークラブ
競技力強化コーチ 桐山　勇人 山梨県庁スキークラブ
特別競技力強化コーチ 戸崎　啓貴 山梨県庁スキークラブ
競技力強化スタッフ 中根　　徹 山梨県庁スキークラブ
競技力強化スタッフ 木内　勇雄 山梨県庁スキークラブ
競技力強化スタッフ 黒田　幸男 山梨県庁スキークラブ
競技力強化スタッフ 高松　美樹 山梨県庁スキークラブ
競技力強化スタッフ 戸崎 ちひろ 山梨県庁スキークラブ

山本　英治 山梨県庁スキークラブ


