
SAJ競技資格取得者年度別名簿

競技技術指導員
昭和３３年 山崎　瑛子
昭和４１年 吉野　大 広江　弌 真田　武 椎木　喜久男 宮本　弘春
昭和４４年 森　　澄
平成２２年 渡部　和幸 森岡　靖彦
令和２年 田中　俊作

競技運営指導員
昭和４０年 川人　稔
昭和４１年 井田　朴 小野　篁一 佐野　勇一 桐山　武 小村　千寿

木村　幸男 東　平八郎 関　正三 広江　輝美 野坂　勉
長尾　俊郎 岩坂　茂昭

昭和６３年 大館　禅雄 小泉　貢 山崎　孝夫 江原　正光 宮本　弘春
真田　武 白根　暢之 松原　英二 加藤　元三 八木　昌巳
景山　兵一 菅田　豊 足立　敏雄 三島　洋一 米村　俊夫
井汲　博 松本　熙 伊達　教行 徳岡　秀美 石門　和友
佐伯　富夫 深田　博道 小谷　博徳

平成２２年 渡部　和幸
令和２年 田中　俊作

SAJアルペン技術代表
平成９年 山崎　孝夫
平成1６年 宮本　亮 森谷　哲郎 山崎　一孝
平成２３年 森岡　靖彦

日本体育協会C級コーチ
平成21年 椎木　伸

アルペン公認セッター
Ａ級
昭和51年 森　　澄
平成4年 森谷　哲郎
平成6年 川上　富夫 前住　秀夫
平成7年 小椋　保夫 山崎　孝夫
平成8年 清水　正人 山崎　一孝
平成1３年 森岡　靖彦
平成14年 宮本　亮
平成21年 椎木　伸
令和元年 糸乘　克
B級
昭和4９年 森　　澄 椎木　喜久男
昭和5１年 清水　正憲
昭和52年 末次　和夫
昭和5６年 田村　勝義
昭和5８年 小椋　保夫
昭和59年 小椋　弘美 山崎　孝夫
昭和60年 桐谷　範彦 江原　正光 森谷　哲郎
昭和61年 前住　秀夫 川上　富夫
平成6年 山崎　一孝 清水　正人 森岡　靖彦 椎木　伸 金尾　恭一
平成7年 宮本　亮 森岡　誠
平成8年 松岡　昌之
平成9年 西尾　律雄
平成10年 山田　孝志
平成1３年 太田　昌雄
平成21年 橋本　満朱子
平成27年 糸乘　克 西尾　充正



スノーボード公認セッター
B級
平成１７年 太田　昌雄
平成１８年 津森　豊

SAJ公認計算委員
アルペン クロスカントリー コンバインド ジャンプ ボード

平成４年 花倉　積 堀　達
平成５年 江原　正光 森田　輝顕 森田　輝顕
平成７年 足立　敏雄 足立　敏雄 足立　敏雄
平成１０年 広江　智 土井　一寛 土井　一寛
平成１２年 遠藤　聡
平成１５年 田中　宏憲 田中　宏憲
平成１６年 後藤　京一 本田　恵祥 本田　恵祥
平成１８年 津森　豊

平成２２年
前住　孝行
岡本　寛将

公認旗門審判員
昭和44年 船越　輝男 真田　武 左布　勇一 椎木　喜久男 宮本　弘春

広江　弌 須沢　俊雄 小泉　貢 吉野　大 渡慣　辰男
大森　喜季夫 森　　澄

昭和4７年 松田　信 牧　四郎 喜多川　健治 日野　浩一 高田　典裕
松本　達郎 正木　寿郎 石門　和友 安藤　浩 岩越　衛
村尾　昭人 景山　兵一 小林　潔 安田　喜男 﨏川　正文
山本　勝美 御船　積 福田　英一 川島　正寿 三好　康明
二宮　啓造 金田　圭司 浜垣　秀明 光木　幸則 信田　定好
砂口　一正 大谷　寧 田中　強 大森　幹男 小川　進一
荒松　徳夫 中山　勝見 木村　勝博 梅林　靖 三上　勲
山本　英樹 田口　浩史 江本　徹 遠藤　知治 井上　素行
中山　正雄 松本　利秋 井原純一郎 種　俊雄 平井　和夫
門脇　愛恭 松井　操 亀本　春雄

昭和６１年 桶田　弓人 藪内　道弘 大森　浩至 箕浦　昭彦 徳岡　秀美
武正　伸 岸本　高幸 内田　博長 鷲見　寛幸 大館　宏雄

昭和６２年 滝　　登 中田　泰 伊達　吉章 遠藤　進 木下　俊見
森岡　芳明 奈羅尾　寿夫 浅田　智之 奥田　隆司 越智　国男
江原　正光 宮本　衡巳 畑中　経之 八木　茂生 船越　睦夫
森　　雅幹 稲田　恵 青木　淳 谷口　美久 湊　　　英之
岡田　邦雄 深田　博道 須沢　康治 安田　進 竹本　和博
吉野　功 楠城　孝 小林　裕幸 伊豆賀憲一 田枝　正之
池田　洋二 亀山　知徳 山本　暁 石亀　伸弥 久城　伸彦

平成16年 森谷　哲郎

公認飛型審判員

B級
取得年 氏名
昭和46年 広江　弌 真田　武

C級 氏名
昭和39年 広江　弌 真田　武 小泉　貢
昭和42年 東　平八郎 三鴨　昌 足立　理
平成4年 足立　敏雄 三島　洋一


