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学校番号 会員名 代表者名

015 東京農業大学農友会スキー部 横濱　道成

016 岩手大学学友会競技スキー部 澤村　省逸

017 秋田大学体育会競技スキー部 柴山　敦

019 東京工業大学競技スキー部 飯島　淳一

028 一橋大学体育会スキー部 平子　友長

036 立命館大学体育会スキー部 佐上　善和

038 関西学院大学体育会スキー競技部 辻　　学

048 明治学院大学体育会スキー部 吉原　功

058 亜細亜大学体育会スキー部 平槇　明人

059 成城大学体育会スキー部 油井　雄二

064 中京大学スキー競技部 北川　薫

065 東京経済大学体育会スキー部 石原　融

078 大阪市立大学体育会競技スキー部 畑　　徹

088 京都産業大学体育会スキー部 後藤　文彦

101 仙台大学学友会競技スキー部 藤井　久雄

102 中京女子大学競技スキー部 五十川隆夫

106 浅井学園大学短期大学部スキー部 晴山紫恵子

120 大阪学院大学体育会スキー部 角田　聡

121 大阪体育大学学友会競技スキー部 前島　悦子

123 日本工業大学体育会スキー部 竹内　貞雄

126 大阪経済大学体育会競技スキー部 土居　充夫

149 武庫川女子大学学友会競技スキー部 永田　隆子

171 大阪芸術大学体育会スキー部 堀田　充規

189 東海女子大学競技スキー部 川島　大司

191 神戸国際大学体育会競技スキー部 北尻　祥晃

200 福井工業大学体育部会競技スキー部 沢崎　雅之

212 駿河台大学体育公認団体アルペンスキー部 田中　友義

225 東海女子短期大学競技スキー部 天野　博江

237 浅井学園大学スキー部 山本　敬三

242 奈良大学体育会競技スキー部 横田　浩

249 流通経済大学体育局スキー愛好会 片山　直登

258 帝京科学大学競技スキー部 難波征太郎

260 目白大学体育会スキー部 藤谷　哲

039 同志社大学体育会スキー部 千田　忠男

245 朝日大学学友会スキー部 山村　理

247 東洋英和女学院大学体育会スキー部 村上　哲朗

003 法政大学体育会スキー部 増田　正人

005 弘前大学体育会競技スキー部 佐藤　光毅

010 立教大学体育会スキー部 安松　幹展

020 新潟大学学友会競技スキー部 鈴木　利久

021 日本体育大学学友会スキー部 監物　永三

022 北海道教育大学旭川校競技スキー部 速水　修

026 関西大学体育会スキー競技部 山本　雄二

027 信州大学体育会競技スキー部 辺見　信彦

031 筑波大学体育会スキー部 坂本　昭裕

035 大谷大学体育会スキー競技部 三宅伸一郎

040 東北大学学友会スキー部 日出間　純

044 福島大学体育会スキー部 安田　俊広

045 京都大学体育会スキー競技部 吉田　治典

046 近畿大学体育会スキー競技部 藪下　信幸

050 名城大学体育会スキー部 小林　明発

051 群馬大学体育会スキー部 上條　隆

052 芝浦工業大学体育会スキー部 下重　道雄

053 甲南大学体育会スキー部 玉置　克之

054 国士舘大学競技スキー部 田中　秀治

056 札幌大学体育連合会スキー部 土井　勝久

062 大阪大学体育会スキー部 依藤　史郎

073 東海大学体育会スキー競技部 二宮　豊志

074 東北学院大学体育会スキー部 高橋　志朗

077 追手門学院大学学友会体育会スキー競技部 柏原　全孝

081 千葉工業大学体育会スキー部 岩嶋　正雄

084 武蔵大学体育会スキー部 神尾　正俊

089 千葉商科大学体育会スキー部 本間　靖夫

100 城西大学体育会スキー部 黄色　瑞華

103 東京女子体育大学学友会競技スキー部 浜田　建司

105 日本女子体育大学スキー部 鈴木　信夫

112 神奈川大学体育会スキー部 矢野　博

113 神戸大学体育会スキー部 田中　泰雄

117 桃山学院大学体育会スキー競技部 今西　俊次

125 旭川大学体育会スキー部 宮下　郁男

127 大阪商業大学体育会競技スキー部 宇部　一

140 青森大学体育会スキー部 奥崎　誠一
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151 金沢星稜大学体育会スキー部 池田　幸應

157 東北福祉大学体育会スキー部 平間　正志

159 摂南大学体育会スキー部 伊藤　譲

164 武蔵野大学体育会スキー部 北岡　和彦

165 愛知大学体育会競技スキー部 村瀬　智彦

175 相模女子大学競技スキー部 菅原　綾

185 関西外国語大学体育会競技スキー部 久禮　義一

186 徳島大学競技スキー部 三浦　哉

195 東京女子大学学友会スキー部エール・ブランシェ 鳥越　成代

196 広島経済大学体育会競技スキー部 藤本　義彦

206 富山大学体育会スキー部 堀田　朋基

209 明海大学体育会連盟会スキー部 宮田　淳

218 札幌医科大学スキー部 和田　卓郎

219 和歌山大学体育会スキー部 大澤　健

220 鳥取大学体育会スキー部 西田　英樹

221 北海道東海大学スキー部 上杉　尹宏

227 大阪工業大学体育会スキー部 積山　敬経

233 旭川大学女子短期大学スキー部 宮下　郁男

234 拓殖大学北海道短期大学スキー部 山崎　浩

244 鳥取環境大学学友会山（スキー＆スノーボード）部 佐々木　崇

250 大阪国際大学学友会スキー部 後和　美朝

254 鶴見大学体育部連合スキー部 細井　紀雄

255 びわこ成蹊スポーツ大学学友会競技スキー部 大久保　衞

256 清泉女学院大学スキー部 中沢　保生

001 北海道大学体育会競技スキー部 藤井　義明

002 早稲田大学スキー部 宮内　孝知

004 明治大学体育会スキー部 小池　保夫

006 日本大学保健体育審議会スキー部 島方　洸一

008 専修大学体育会スキー部 竹本　達広

009 東京大学運動会スキー部 西澤　直子

014 慶応義塾大学體育会スキー部 大森　正仁

029 金沢大学体育会スキー部 大谷　吉生

030 中央大学学友会体育連盟スキー部 中村　昇

057 青山学院大学体育会スキー部 太田　浩

066 東洋大学体育会スキー部 小林　秀年

067 國學院大学体育連合会スキー部 紺井　博則

071 成蹊大学体育会スキー部 甲斐　宗徳

092 龍谷大学学友会体育局スキー部 新井　潤

236 静岡大学体育会競技スキー部 松井　恒二

011 山形大学体育会スキー部 長井　健二

013 学習院大学輔仁会スキー部 溝口　正

041 北海学園大学体育会スキー部 向田　直範

047 順天堂大学スキー部 米田　継武

060 東京理科大学Ⅰ部体育局スキー部 徳永　英司

072 玉川大学体育会スキー部 若月　芳浩

076 上智大学体育会スキー部 本多　浩司

079 関東学院大学体育会スキー部 木島　晃

080 大東文化大学体育連合会スキー部 青木　幹喜

083 福岡大学体育会スキー部 武居　一正

085 明星大学体育会スキー部 佐尾山秀治

096 愛知工業大学競技スキー部 山田　英介

098 甲南女子大学スキー競技部 浅田　祥司

104 名古屋学院大学体育会スキー部 亀井　貞次

107 酪農学園大学体育会スキー部 スキー部部長

114 実践女子大学体育連合会スキー部 井上千枝子

130 帝京大学学友会体育局スキー部 石井　巌

131 日本女子大学体育会スキー部 藤本　浩一

134 金沢工業大学体育部会競技スキー部 佐藤　恵一

138 山梨学院大学体育会スキー部 スキー部部長

141 神戸親和女子大学体育総部競技スキー部 井関　真欣

144 大阪経済法科大学体育会競技スキー部 中澄　孝司

145 大阪産業大学体育会スキー競技部 羽室　行信

150 秋田経済法科大学体育会スキー部 渡部　毅

153 文教大学体育会スキー部 宮川　裕之

158 佛教大学体育会スキー部 大束　貢生

160 名古屋大学体育会スキー部 島岡　清

161 文化女子大学アルペンスキークラブ 永野　順子

163 滋賀大学体育会スキー部 阿知羅隆雄

166 道都大学競技スキー部 スキー部部長

168 桜美林大学体育会スキー部 小林　真

174 国際武道大学学友会冬季競技部 中西　純

176 札幌学院大学体育会スキー部 大瀬　隆



設立総会出席簿 設立j時会員2006/12/28

学校番号 会員名 代表者名

178 旭川医科大学競技スキー部 小川　勝洋

181 広島大学体育会競技スキー部 浮田　三郎

187 大阪教育大学体育会スキー部 安井　義和

192 神戸松蔭女子学院大学体育会競技スキー部 和田　浩一

197 横浜市立大学体育会スキー部 内島　敏之

213 長野大学体育連合会競技スキー部 奥村　博造

217 山口大学体育会スキー部 鎌田　祥二

231 成城大学短期大学部体育会スキー部 油井　雄二

238 吉備国際大学体育会スキー部 清水　正典

257 大同工業大学スキー部 大脇　崇浩

111 愛知学院大学スキー部 山名　賢治

115 東京工芸大学学友会スキー部ANGURATION 北　均

122 高千穂大学体育会スキー部 岡田　泰介

128 埼玉大学体育会スキー部 藤巻　公裕

137 清泉女子大学体育会スキー部 スキー部部長

183 中央学院大学体育会スキー部 曽我　徳興

201 盛岡大学スキー部 石井　仁

202 江戸川大学体育会競技スキー部 スキー部部長

205 東京都立大学体育会スキー部 安部　孝

223 東京女子体育短期大学競技スキー部 スキー部部長

239 北陸大学競技スキー部 柳沢　順一

241 中京学院大学体育会スキー部 藤芳　明人

252 四天王寺国際仏教大学体育会スキー部 矢田　節彦

合計 設立総会案内校167校


