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・ ミッション 何をする組織か？

・ ビジョン 何を目指すか？

・ バリュー どんな価値観を大切にするか？

クラブの基本的な方針・理念

将来実現したいクラブの目標

クラブの原則・本質的な価値観



雪のある地域、無い地域、健常者、身障者を問わず、スキースポーツを通じ、

青少年の育成に主眼を置き、ジュニアから一貫した指導体系に基づき、

技術・意識・人間性を作り上げ、世界で戦えるスキー選手を育成する。



メイドインジャパンで世界と戦える選手を作り出

す。

世界で通用する環境を整え、世界を意識できる選手層の厚みを増す事で、

WC・オリンピック・パラリンピック・デフリンピックでの表彰台を狙う。



• 挨拶で始まり、挨拶で終わる！

• 何事にも誠実に取り組む！

• いつも情熱を持って！

• 卓越するまでやり切る！

• やっぱり根性が一番！

• チームワークを大切に、みんなで頑張ろう！

• もちろん楽しく！！

• いつも元気に！



• チームミッションに基づき、チームバリューをメンバーの一人ひとりが意識することで、必ず

チーム・そして自分自身のビジョンを実現させよう！！

• 年上を敬い、年下の面倒を見る事で、一人の人間として成長しよう！！

• 驕らず、謙虚に、そして常にチャレンジしよう！！

• 勝つ意欲より重要なのは、勝つために準備する意欲！！

• いちばん大切なのは、覚悟を決める事！！



ユースチーム

全国中学生チャンピオン大会 男子GS 8位 保坂宙 10位 高橋駆琉

男子SL 5位 富井大作 10位 高橋駆琉

ジュニアオリンピック 男子GS 4位 保坂宙

男子SL 7位 保坂宙



ジュニアチーム

全国高校スキー大会 男子GS 9位 船本新大

女子GS 9位 小林ひかり

男子SL          5位 中村拓幹

女子SL 優勝 渡邉愛蓮 7位 小林ひかり

全国高校選抜スキー大会 男子SG 2位 平井颯馬

女子SG 優勝 保坂 花

女子GS 5位 保坂 花 9位 山田雪菜

女子SL          5位 保坂 花



全日本選手権 女子SL 6位 渡邉愛蓮

男子GS 10位 久保田拓

世界ジュニア選手権 女子 SL22位/GS25位 渡邊愛蓮

U18カテゴリー SL3位

国内FISレース 富井雪奈 FIS4勝

渡邉愛蓮 FIS２勝 NJR２勝

高橋和花菜 FIS２勝

小栁一葉 FIS１勝

久保田拓 FIS１勝



• 冬季シーズンは、各世代ごとのチーム編成をし、チームごとにレースに向けてトレーニングを行う。

• チーム編成は年齢により、ユースU１２チーム・ユースU１６チーム・FISチーム・トップチームの４つで

構成する。

• トップチームは、高校生・大学生・社会人から構成され、FEC・NC・海外転戦を活動の主とする。

• トップチーム参加の条件は、規定のポイントクリア、コーチの推薦とする。

• 夏のトレーニングについては、状況によりカテゴリーチーム別でトレーニングを行う。



ヘッドコーチ 富井正一（全チーム兼任）

ユースチーム 峯村和則 /  松居文智（NEW) /   高橋将也（U１２担当）

ジュニアチーム 生形剛男 /   山本 治(NEW) /  保坂礼子(ユース兼任）

トップチーム 富井正一



・ 週末を中心にフィジカルトレーニング（長野・東京）

・ 6月19日・8月16日・10月16日 体力測定

・ 6月12日 野沢温泉ピスラボゲレンデオープン

・ ８月２日〜８月６日 夏合宿① ８月１６日〜１８日 夏合宿②

・ １１月第１週〜軽井沢早朝スキートレーニングキャンプ

・ １２月第１週〜ブランシュたかやま・野沢温泉にてトレーニングキャ
ンプ

・ １２月２１日〜常設キャンプ開始

・ 各カテゴリー大会サポート



名前 かな 所属 学年 連盟 カテゴリー

1 柳町こころ やなぎまち こころ 立教小学校 ３年 東京都 ユースU12

2 森山惺矢 もりやま せいや 長岡市立豊田小学校 ４年 新潟県 ユースU12

3 柳町晴音 やなぎまち はると 立教小学校 ６年 東京都 ユースU12

4 須田喜森 すだよしもり ぐんま国際アカデミー初等部 ６年 群馬県 ユースU12

5 高田一輝 たかだかずき 暁星小学校 ６年 東京都 ユースU12

6 高橋亨輔 たかはしきょうすけ 青山学院初等部 ６年 東京都 ユースU12

7 大谷明莉 おおたに あかり 恩方第二小学校 ６年 東京都 ユースU12

8 新海花奏 しんかいかなで 南牧中学校 ２年 長野県 ユースU16

9 前本彩友 まえもとあゆ 福山市立城東中学校 ２年 広島県 ユースU16

10 竹田柊晴 たけだしゅうせい 立教池袋中学 ２年 東京都 ユースU16

11 岡田遥人 おかだはると 明晴学園 ２年 東京都 ユースU16

12 林田優希 はやしだゆうき 横浜雙葉中学校 ３年 神奈川 ユースU16

13 山田紗羽 やまださわ 白馬中学校 ３年 長野県 ユースU16

14 大谷聖司 おおたに せいじ 浅川中学校 ３年 東京都 ユースU16

15 服部壮真 はっとりそうま 飯山市立城北中学校 ３年 長野県 ユースU16

16 富井大作 とみい だいさく 野沢温泉中学校 ３年 長野県 ユースU16

17 森 大和 もり やまと 佐久長聖中学校 ３年 長野県 ユースU16

18 佐藤幸春 さとう こはる 長野市立 柳町中学校 ３年 長野県 ユースU16

19 保坂宙 ほさかそら 城北中学校 ３年 長野県 ユースU16

20 髙橋駈琉 たかはし かける 長野俊英高校 １年 長野県 ジュニア
21 森山太雅 もりやま たいが 長野俊英高校 １年 長野県 ジュニア
22 阿部心町 あべこまち 長野文化学園 １年 長野県 ジュニア
23 船本力生 ふなもと りき 長野高校 １年 長野県 ジュニア
24 新海悠仁 しんかいゆうじん 長野俊英高校 １年 長野県 ジュニア
25 鈴木麻生 すずき あそう 立教池袋高校 １年 東京都 ジュニア
26 岡田優人 おかだゆうと 明晴学園 １年 東京都 ジュニア
27 平井颯馬 ひらい そうま 長野俊英高校 ２年 長野県 ジュニア
28 中村和実 なかむら かずみ 群馬県立沼田高校 ２年 群馬県 ジュニア
29 村田悠祐 むらた ゆうすけ 東京都立中央ろう学校高等部 ２年 東京都 ジュニア
30 保坂花 ほさかはな 長野俊英高校 ３年 長野県 ジュニア
31 北森渚砂 きたもり なぎさ 山脇学園高等学校 ３年 東京都 ジュニア
32 山田雪菜 やまだ ゆきな 富山第一高校 ３年 富山県 ジュニア
33 成澤和真 なるさわかずま 長野俊英高校 ３年 長野県 ジュニア
34 並木 海和 ナミキ カイワ 啓明学園 ３年 長野県 ジュニア
35 伊藤麻理乃 いとう まりの 長野県小海高等学校 ３年 長野県 ジュニア
36 小林ひかり こばやし ひかり 長野俊英高校 ３年 長野県 ジュニア
37 渡邉愛蓮 ワタナベエレン 長野俊英高校 ３年 長野県 ジュニア
38 畔上翔大郎 アゼガミ ショウタロウ 長野俊英高等学校 ３年 長野県 ジュニア
39 船本新大 ふなもと あらた 慶應大学 １年 学連 シニア
40 西田れいあ にしだれいあ 中央大学 １年 学連 シニア
41 中村拓幹 なかむら たくみ 日本大学 １年 学連 シニア
42 勝正雄大 かつまさ ゆうだい 北見工業大学 １年 学連 シニア
44 船本 叶 ふなもと かなう 國學院大学 ２年 学連 シニア
43 髙橋和花菜 たかはしわかな 日本大学 ３年 学連 シニア
45 小柳一葉 こやなぎかずは 東洋大学 ３年 学連 シニア
46 島田一希 しまだかずき 明治大学 ３年 学連 シニア
47 勝正雪乃 かつまさ ゆきの 名古屋学芸大学 ３年 学連 シニア
48 西野乃花 にしののか 京都産業大学 ４年 学連 シニア
49 富井雪奈 とみい ゆきな 東海大学 ４年 学連 シニア
50 小池岳太 こいけ がくた JTB 社会人 全日本 シニア



今シーズンも頑張りましょ
う！！



BE PREPARED!!
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