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神藤 三郎 カンドウ サブロウ 林 健二 ハヤシ ケンジ
赤羽 裕 アカバネ ユタカ 加藤 克生 カトウ カツオ
中山 俊男 ナカヤマ トシオ 木村 裕 キムラ ユタカ
小島 米男 コジマ ヨネオ 梅山 とも代 ウメヤマ トモヨ
海老名 真也 エビナ シンヤ 山中 武史 ヤマナカ タケシ
小野口 和良 オノグチ カズヨシ 加藤 文章 カトウ フミアキ
大北 隆国 オオキタ タカクニ 上吉原 進 カミヨシハラススム
黒川 栄一 クロカワ エイイチ
栗原 信之 クリハラ ノブユキ 佐藤 秀人 サトウ ヒデト

漆原 知幸 ウルシバラトモユキ
金子 三千男 カネコ ミチオ 小川 史栄 オガワ フミエ
阿部 富雄 アベ トミオ 渡辺 賢孝 ワタナベ マサタカ
鈴木 毅 スズキ ツヨシ 高梨 修 タカナシ オサム
小野口 秀子 オノグチ ヒデコ 郡司 貴臣 グンジ タカオミ
北詰 英夫 キタヅメ ヒデオ 平井 昭子 ヒライ アキコ
古磯 克浩 コイソ カツヒロ 山口 敏 ヤマグチ サトシ
福田 亮人 フクダ マコト
鈴木 章 スズキ アキラ 伊藤 秀哲 イトウ ヒデアキ
高瀬 貴久 タカセ タカヒサ 齋藤 太郎 サイトウ タロウ

池田 純章 イケダ スミアキ
荒川 升吾 アラカワ シヨウゴ 大豆生田 剛志 オオマメウコウジ
柿崎 等 カキザキ ヒトシ 渡部 忍 ワタベ シノブ
島田 壮久 シマダ タケヒサ 斉藤 紀幸 サイトウ ノリユキ
船田 厚樹 フナダ アツキ 川原田 望 カワラダ ノゾミ
藤田 健司 フジタ ケンジ
大島 充 オオシマ ミツル 石井 茂 イシイ シゲル
高根沢 和彦 タカネザワカズヒコ 沼畑 令二 ヌマバタケレイジ
橿渕 光広 カシブチ ミツヒロ 小野口 峰男 オノグチ ミネオ
迫 和彦 サコ カズヒコ 市川 三喜雄 イチカワ ミキオ

奈良 正志 ナラ マサシ
滝川 竜 タキカワ リュウ 金子 修 カネコ オサム
田中 正史 タナカ マサシ 岡野 守 オカノ マモル
中村 栄一 ナカムラ エイイチ 加藤 均 カトウ ヒトシ
渡邉 武史 ワタナベ タケフミ 鈴木 博之 スズキ ヒロユキ
松井 章記 マツイ アキノリ
篠原 正 シノハラ タダシ 齋藤 直久 サイトウ ナオヒサ
須藤 忠則 スドウ アツノリ 鷺谷 英一 サギヤ エイイチ
水沼 由佳 ミズヌマ ユカ 齋藤 淳 サイトウ アツシ
増渕 勝明 マスブチ マサアキ 菅野 康三 スガノ コウゾウ

齋藤 睦美 サイトウ ムツミ
渡辺 朝生 ワタナベ トモオ 東原 成美 ヒガシハラナルミ
藤倉 真一 フジクラ シンイチ 山本 由紀 ヤマモト ユキ
高久 淳平 タカク ジュンペイ 阿久津 伸 アクツ シン
礒 洋 イソ ヒロシ 鈴木 将史 スズキ マサシ
近藤 祐地 コンドウ ユウジ
山本 洋和 ヤマモト ヒロカズ 秋山 修平 アキヤマ シュウヘイ
三嶋 康一 ミシマ コウイチ 大場 信博 オオバ ノブヒロ
増子 哲也 マスコ テツヤ 佐藤 史彦 サトウ フミヒコ
泉 悠太 イズミ ユウタ 高橋 明義 タカハシ アキヨシ

塚原 隆 ツカハラ タカシ
近藤 秀三 コンドウ シュウゾウ 永井 亮 ナガイ アキラ
南須原 武男 ナスハラ タケオ 早坂 君夫 ハヤサカ キミオ
佐川 栄治 サガワ エイジ
斉藤 常栄 サイトウ ツネエイ 大江 昭一 オオエ ショウイチ
金子 義男 カネコ ヨシオ 大島 一行 オオシマ カズユキ
伊藤 秀明 イトウ ヒデアキ 大島 貴幸 オオシマ タカユキ
石橋 明 イシバシ アキラ 大森 裕次 オオモリ ユウジ

小黒 道則 オグロ ミチノリ
磯 泰美 イソ ヤスミ 廣田 智之 ヒロタ トシユキ
平山 文夫 ヒラヤマ フミオ 細貝 富之 ホソガイ トミユキ
染谷 克己 ソメヤ カツミ
羽石 浩 ハネイシ ヒロシ 小貫 好美 オヌキ ヨシミ
人見 信一 ヒトミ シンイチ 君島 宏彰 キミシマ ヒロアキ
堀中 英樹 ホリナカ ヒデキ 小林 孝子 コバヤシ タカコ
石川 治一郎 イシカワ ジイチロウ 小林 優希 コバヤシ ユキ

小室 収 コムロ オサム
永木 英徳 ナガキ ヒデノリ 塩澤 弘司 シオザワ ヒロシ
平井 茂 ヒライ シゲル 平野 和弘 ヒラノ カズヒロ
桜井 康徳 サクライ ヤスノリ 平山 和之 ヒラヤマ カズユキ
清水 康二 シミズ コウジ
篠崎 美智夫 シノザキ ミチオ 志田 博 シダ ヒロシ
千田 直樹 センダ ナオキ 野口 重美 ノグチ シゲミ
手塚 聖一 テツカ セイイチ 鈴木 百合子 スズキ ユリコ
冨山 愛佳 トミヤマ アイカ 高久 祐則 タカク サチノリ

店網 佑子 タナアミ ユウコ
常盤 剛 トキワ ツヨシ 仲田 盛一 ナカダ セイイチ
粒来 紀男 ツブライ ノリオ 中田 直美 ナカダ ナオミ
飯島 芳 イイジマ カオル 成田 恵利子 ナリタ エリコ
大森 和夫 オオモリ カズオ
藤森 一広 フジモリ カズヒロ 中野 佳幸 ナカノ ヨシユキ
永井 正己 ナガイ マサミ 人見 亮 ヒトミ リョウ
藤森 俊子 フジモリ トシコ 本間 修 ホンマ オサム

矢口 徹 ヤグチ トオル
根本 信三 ネモト ノブミ 山口 始 ヤマグチ ハジメ
山城 高久 ヤマシロ タカヒサ 渡辺 敏明 ワタナベ トシアキ
山口 健志 ヤマグチ ツヨシ 鈴木 勝治 スズキ カツハル
桑原 孝幸 クワハラ タカユキ
佐久間 幸久 サクマ ユキヒサ
阿久津 如子 アクツ ナオコ
益子 弘之 マシコ ヒロユキ

6班

指・準指導員
クリニック無

川口　悟

17班

スキー学校
研修会

飯田　裕介7班

指・準指導員
クリニック無

斉藤　利治

18班

スキー学校
研修会

渡辺勇太
8班

指・準指導員
クリニック無

戸塚　智子
19班

スキー学校
研修会

塩生　康幸
9班

準指導員
クリニック有

矢野　隆司
20班

スキー学校
研修会

増渕　耕樹
10班

準指導員
クリニック有

和田　友実子

全日本スキー連盟指導者研修会・公認検定員クリニック（実技第１次）
全日本スキー連盟公認スキー学校教師研修会（実技）

ＳＡＴスキーインストラクター（認定スキー指導員）研修会（実技第１次）

班分け表

1班

指導員
クリニック有

芳野　哲也

11班

準指導員
クリニック有

河﨑　英夫

12班

準指導員
クリニック有

佐藤　公一

2班

指導員
クリニック有

齋藤　貴次

13班

準指導員
クリニック有

新田　義之

3班

指導員
クリニック有

高野　正基
14班

SAT
インストラクター

岡　豊4班

指導員
クリニック有

児山　将之
15班

SAT
インストラクター

12日鈴木　幸展
13日川俣　聖寿

5班

指導員
クリニック有

加藤　康雄
16班

スキー学校
研修会

菅原　豊


