
№ 実施予定日 事業名又は大会名 会場 担当 備考

1 6月27日(水) 総会 常盤公民館 総務部

2
10月3日（水）
11月21日（水）
12月12日（水）

指導者検定受検理論講習会 下落合公民館他 教育部

3

11月24日（土）
1月5日（土）～6日（日）

1月19日（土）～20日（日）
1月26日（土）～27日（日）
2月2日（土）～3日（日）

2月16日（土）～17日（日）

実技講習会No.1～6
鹿沢スノーエリア

他
教育部

4
12月22日（土）～

23日（日）
第３回教育部研修会 鹿沢スノーエリア 教育部

5 1月11日（金） 競技スキー強化合宿　№１ 鹿沢スノーエリア 競技部

6 1月12日（土） 会長杯クラブ対抗スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部

7
1月12日（土）
～13日（日）

市民スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部

8 未定 競技スキー強化合宿　№２ 未定 競技部

9 2月9日（土）～10日（日） 市町村対抗スキー競技会 木島平 競技部

10
12月15日（土）～
16日（日）

スキー教室 丸沼高原スキー場 岩槻おはよう  募集12名　講師2名

11 1月5日（土）～6日（日） ジュニアスキースクール冬休み 鹿沢スノーエリア 与野SC

12
1月26日（土）
～   27日（日）

スキー教室 尾瀬岩鞍スキー場 岩槻おはよう  募集24名　講師6名

13 1月27日（日） レベルアップinかたしな 片品高原スキー場 与野SC

14 2月8日（金）～11日（月） レベルアップin戸隠 戸隠高原スキー場 与野SC

15 2月3日（日）～4日（月） スキー研修会
ホワイトワールド
尾瀬岩鞍

サンスノー 定員20名

16
2月16日（土）
～   17日（日）

スキー教室 上越国際スキー場 岩槻おはよう  募集24名　講師4名

17 3月2日（土）～3日（日） レベルアップin鹿沢 鹿沢スノーエリア 与野SC

18
3月2日（土）
～   3日（日）

ジュニアスキー教室 水上宝台樹スキー場 岩槻おはよう  募集50名　講師8名

19
3月16日（土）
～   17日（日）

スキー教室/バッジテスト
鹿沢・湯の丸
スキー場

岩槻おはよう  募集24名　講師4名

20 3月15日（金）～18日（月） 春スキー講習会 水上宝台樹スキー場 サンスノー 定員30名

《平成３０年度　事業計画書》
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収入の部 （単位：円）

前年度 前年度

補助金 参加費 その他 予算額 決算額

１　会費 360,000 360,000 360,000 360,000

　１　クラブ登録料 360,000 360,000 360,000 360,000 １５，０００（年間登録）×２４クラブ

２　補助金 477,000 477,000 477,000 477000     市体協連盟運営補助　１６１，０００

　１　補助金 477,000 477,000 477,000 477,000     市体協市民大会補助　２１３，０００

    市体協主催大会補助　１０３，０００

３　事業収入 880,000 880,000 950,000 885,100     市民大会参加料　110名分

　　クラブ対抗参加料 110名分

　１参加費 880,000 880,000 950,000 885,100     研修会・強化合宿等（合計180人分）

４　登録料 318,000 318,000 180,000 322,800 一般・大学１名あたり３００円

　１ＳＡＪ登録料 168,000 168,000 180,000 167,400 560名＠３００円

　１ＳＡS登録料 150,000 150,000 － 155,400 500名＠３００円 　県連登録料の一部が配分される　H29より

５　雑収入 10 10 50 8 預金利子等

　１雑収入 10 10 50 8

６　繰越金 531,803 531,803 247,978 247,978

　１前年度繰越金 531,803 531,803 247,978 247,978

収入合計 2,566,813 477,000 880,000 1,209,813 2,215,028 2,292,886

支出の部

前年度 前年度

補助金 参加費 その他 予算額 決算額

１　事務費 240,000 240,000 180,000 36,224

　１　役務費 50,000 50,000 20,000 876 通信費等

　２　旅費 20,000 20,000 10,000 0

　３　印刷費 50,000 50,000 30,000 0 会議資料

　４　消耗品費 20,000 20,000 20,000 0

　５　会議費 30,000 30,000 20,000 1,911 総会費等

　６　備品費 50,000 50,000 70,000 33,437 ポール用レンチ２本

　７　雑費 20,000 20,000 10,000 0

２　事業費 1,906,000 477,000 880,000 549,000 1,806,000 1,684,859

　１　指導員研修会 230,000 100,000 100,000 30,000 250,000 229,000 指導員・準指導員受検、技術研鑽のため

　２　教育部研修会 170,000 80,000 90,000 120,000 127,092 市連技術研修・合宿

　３　競技部強化合宿 40,000 40,000 40,000 16,000 大会前日練習・ポール合宿

　５ 市町村対抗戦 500,000 161,000 339,000 500,000 476,400 県連大会参加費、選手派遣費　

　６　フリースタイル援助 20,000 20,000 20,000 0

３　登録料 40,000 40,000 40,000 40,000 県 連30,000

　１　登録料 40,000 40,000 40,000 40,000 市体協10,000

４　予備費 380,813 380,813 189,028 0

　１　予備費 380,813 380,813 189,028 0

支出合計 2,566,813 477,000 880,000 1,209,813 2,215,028 1,761,083

内　　訳

項　　目 本年度予算額
内　　訳

　４　市民大会及び
　　　クラブ対抗大会

946,000 216,000 660,000 70,000 876,000 836,367 大会運営費　役員宿泊交通費補助　賞品代等

備　　　考

備　　　考

平成３０年度さいたま市スキー連盟予算書（案）

項　　目 本年度予算額
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全体
事業
№

実施日 事業名 会場 内容

1 6月12日(月) 第1回理事会 仲町公民館

平成28年度事業報告について
平成28年度歳入歳出決算の承認について
役員改選について
平成29年度事業計画案について
平成29年度歳入歳出予算案について
平成29年度クラブ登録受付

参加23名

2 6月28日(水) 総会 仲町公民館

平成28年度事業報告について
平成28年度歳入歳出決算の承認について
役員改選について
平成29年度事業計画案について
平成29年度歳入歳出予算案について
参加50名（出席30名・委任状20名)

3 11月7日(火) 第2回理事会 常盤公民館

さいたま市民スキー大会について
会長杯クラブ対抗スキー大会について
その他

参加28名

4 12月11日(月) 第3回理事会 仲町公民館

さいたま市民スキー大会のエントリーにつ
いて
会長杯クラブ対抗スキー大会のエントリー
について
その他

参加23名

平成29年度総務部事業報告
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　 実施日 事業名又は大会名 会場 担当 備考

1月12日（ 金） 競技スキー強化合宿 №１ 鹿沢スノーエリア 競技部
リベルタスキークラブ

との共催

1月13日（ 土） 会長杯クラブ対抗スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部

優勝
１２クラブ １０６名参

加
水口杯 八木橋 達也

1月13日（ 土）
～14日（ 日）

市民スキー大会 鹿沢スノーエリア 競技部
総合優勝 植松 幹太
１１５名参加

2月10日（ 土）
～11日（ 日）

県民総合体育大会スキー競技会
市町村対抗スキー競技会

木島平 競技部
市町村対抗代表選手
Aﾁー ﾑ 1位 10名
Bﾁー ﾑ 4位 10名

平成29年度競技部事業報告
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平成２９年度教育部事業報告

No  事業名 会場 内容 

10月4日

（ 水）  

第1回 

指導者検定受検理論講習会 下落合公民館 

ガイダンス 

万沢（ 与野）、平田（ ファクトリ）

参加者数16名 

11月22日（ 水）
第2回 

指導者検定受検理論講習会 
下落合公民館 

特別講演、スキー教程解説 

高橋会長、立野副会長 

12月13日（ 水）

第3回 

指導者検定受検理論講習会 下落合公民館 

スキー教程解説 

実技種目の着眼点について 

万沢（ 与野）  

11月25日（ 土） 第1回実技講習会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

平田（ ファクトリ）  

参加者数8名 

1月13日（ 土）

 ～14日（ 日）
第2回実技講習会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

万沢（ 与野）、櫻井（ 与野）  

参加者数13日2名、14日1名 

1月20日（ 土）

 ～21日（ 日）
第3回実技講習会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

立野（ アミィ ）、万沢（ 与野）、  

平田（ ファクトリ）  

参加者数20日8名、23日12名 

1月27日（ 土）

～28日（ 日）
第4回実技講習会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

立野（ アミィ ）、櫻井（ 与野）  

参加者数27日11名、28日8名 

2月17日（ 土）

～18日（ 日）
第5回実技講習会 木島平スキー場 

実技講習 

万沢（ 与野）、平田（ ファクトリ）

櫻井（ 与野）  

参加者数17日10名18日9名 

12月23日（ 土）

～24日（ 日）
第2回さいたま市研修会 鹿沢スノーエリア 

実技講習 

伊藤（ 与野）、高井（ アミィ）、  

立野（ アミィ ）、万沢（ 与野）、  

櫻井（ 与野）  

参加者数23日35名、24日34名

理論講習会申込数17名、実技講習会延べ参加者数（ 市連50名、他市連19名）  

指導員検定合格者（ 10名）  

岩部 晴子（ 与野）、松下 剛（ スノーフェロー）、四方 準一（ 県庁）、上田 誠一（ 粉雪）、  

栃沢 靖之（ アミィ ）、保坂 治夫（ おはよう）、吉田 信夫（ スノーフェロー）、  

吉沢 直樹（ グループドヴィテス）、内田 元（ アミィ ）、石川 千尋（ 与野）  

準指導員検定合格者（ 3名）  

後藤 樹（ アミィ ）、小浅貴尚（ 県庁）、青木香保里（ グループドヴィテス）

99



教育本部委託事業テクニカル・ クラウン講習・ 検定 

鹿沢会場 ２０１８年３月３日（ 土） 事前講習、４日（ 日） 検定 

テクニカル受講者数： ７名、受検者数 ６名、合格者数： ０名

        クラウン 受講者数： ５名、受検者数 ５名、合格者数： １名

神立会場 ２０１８年３月２４日（ 土） 事前講習、２５日（ 日） 検定 

テクニカル受講者数：  ３０名、受検者数 ３０名、合格者数： ６名

        クラウン 受講者数：  ９名、受検者数 ９名、合格者数： ０名

第50回埼玉県スキー技術選手権大会 

（ 決勝） 成績 

第5回 

埼玉県シニアスキー選手権大会成績 

[女子総合成績順] 男子１部（ 40歳～49歳）  

順位 資 選手名 所属 順位 資 選手名 所属 

1 指 石川千尋 与野 8 準 鈴木隆之 アミィ  

8 テ 鈴木香南 ＫＳＳ 男子２部（ 50歳～59歳）  

[男子総合成績順] 順位 資 選手名 所属 

順位 資 選手名 所属 8 指 磯田吉弘 イーグル 

9 準 佐野琢也 ＭＭＭ 17 指 藤田昌一 ファクトリ 

10 準 大矢根稔 ＭＭＭ 20 準 杉浦 慶 アミィ  

12 準 後藤 樹 アミィ  20 指 小澤勝司 大宮アルペン 

13 準 笹尾優介 ＫＳＳ 32 指 堀越 郁 アミィ  

14 ク 近藤健太 ＭＭＭ 女子２部（ 50歳～59歳）  

17 1 津村 僚 ＭＭＭ 順位 資 選手名 所属 

17 指 宮澤宏文 ファクトリ 5 指 宮山ひとみ 与野 

23 1 加藤育磨 ＫＳＳ 8 準 河野睦美 大宮アルペン 

25 指 平田稔雄 ファクトリ 男子３部（ 60歳～69歳）  

33 ク 堀江貴将 ＫＳＳ 順位 資 選手名 所属 

35 準 藤見岳大 イーグル 9 準 栃澤靖之 アミィ  

37 ク 大石佑介 与野 11 準 大野知博 おはよう 

41 指 小林秀幸 イーグル 15 準 清水 享 おはよう 

44 1 関口裕之 おはよう 16 準 女部田周一 与野 

45 ク 加藤仁徳 ＫＳＳ 17 指 鳥居 亙 与野 

48 1 楠原裕馬 ＭＭＭ 男子４部（ 70歳～）  

51 準 吉澤 健 大宮アルペン 順位 資 選手名 所属 

54 指 磯田正紀 イーグル 2 指 福真昭彦 イーグル 

8 指 谷山 進 おはよう 
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2018北関東スキー技術選手権大会結果 第55回全日本スキー技術選手権大会結果 

[女子総合成績] [女子決勝成績] 

順位 資 選手名 所属 順位 資 選手名 所属 

1 指 石川千尋 与野 28 指 石川千尋 与野 

17 テ 鈴木香南 ＫＳＳ 

[男子予選成績] [男子総合成績] 

順位 資 選手名 所属  順位 資 選手名 所属 

11 準 後藤 樹 アミィ   139 準 後藤 樹 アミィ  

12 準 笹尾優介 ＫＳＳ  

19 準 佐野琢也 ＭＭＭ 

31 ク 近藤健太 ＭＭＭ 

35 準 大屋根稔 ＭＭＭ  

43 1  津村 僚 ＭＭＭ  第15回全日本ｽﾉ ﾎー゙ ﾄーﾞ技術選手権大会結果 

2018北関東ｽﾉー ﾎ゙ ﾄーﾞ技術選手権大会結果 ［ 男子決勝結果］  

順位 資 選手名 所属 順位 資 選手名 所属 

26 準 水島亮太 おはよう 73 準 水嶋亮太 おはよう 
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