♛☃♕ 2004度資格取得者・各競技大会出場者 ♛☃♕
2004度も我がクラブでは下記のたくさんの皆さま方がさまざまな大会等に出場され、優秀な成績を修めご活躍されま
した。中でも、3月6日に大山スキー場で行われましたクラブ対抗では、過去最高の総勢54名（うち選手47名）ものご参加
をいただき、見事『ｽﾉｰｳｪｰﾌﾞ男女総合優勝！連覇！』を修めることが出来ました。今後も一人でも多くの皆さんのご活躍
を発表し、クラブより応援していきたいと思いますので、資格・競技とも奮ってご参加・ご出場いただき技術の向上を目指
しましょう。

☃【 スキー資格取得者 】
・基礎スキーＢ級公認権定員
肥目田 智子
三木 孝一郎
・基礎スキー正指導員
秋山 騰賢
中野 宏一郎
笠井 美樹
谷川 和枝
・基礎スキー準指導員 および 基礎スキーC級公認検定員
・テクニカルプライズ
高崎 清秀 大河 由治 加地 正樹 森 裕志朗
・スキー級別テスト １級
・スキー級別テスト ２級

久保 和彦
森谷 昌子

☃【 スノーボード資格取得者 】
・スノーボード準指導員

川口 憲治
槙塚 賢治

廻 朋志

・スノーボード級別テスト1級
・スノーボード級別テスト2級
・スノーボード級別テスト3級
・スノーボード級別テスト4級、5級

吉岡

山花 忠雄

津島 拓朗

八田 一呂

川口 憲治

北山 幸子

吉川 一郎

山戸 一成

直哲

原井 孝夫 小倉 秀貴 今田 絵理子 大廣 貴子 玉岡
長尾 憲明 石淵 広伸 土井 香織 三木 はゆり
三木 はゆり

吉川 万里

伊勢 由佳

北條 秀明

南 宏明

雅司

三野 計二

北條 秀明

☃【 技術選手権 】
・第41回 全日本スキー技術選手権大会 （男子）247位 永井 修司
・第25回 西日本スキー技術選手権大会
（男子）110位 永井 修司
164位 池 伴昌
・第24回 四国スキー技術選手権大会
（男子）4位 永井 修司 、14位大河 由治 （女子）15位 谷川 和枝
・2004香川県スキー技術選手権大会

（男子） 2位 大河 由治
4位 森 裕志朗
6位 加地 正樹
（女子） 2位 笠井 美樹
・2004香川県スノーボード技術選手権大会 （女子フリー） 2位 今田 絵理子 3位 岡田 百世
（男子ｱﾙﾍﾟﾝ） 3位 中条 司津雄

☃【 競技部門 】
・第59回国民体育大会選手選考記録会
（男子の部） 11位 新居 俊一郎
・ＳＡＫポイントシリーズ
（男子の部）1本目 3位、2本目2位、3本目3位
・スポレク祭
（女子Ａ）7位 笠井 美樹 （女子Ｂ）2位 谷川 和枝 3位 藤原
（男子Ｂ）7位 秋山 騰賢 （男子Ｃ）4位 川西 宏明
・第14回 香川県スキーカーニバル
GS （ジュニア） 6位 川西 祐来
（男子Ｂ） 5位 大河 由治 （男子C） 1位 川西
SL （ジュニア） 4位 川西 祐来
（男子Ｂ） 2位 大河 由治 （男子C） 1位 川西

・第３9回 教育長杯クラブ対抗スキー競技大会

女子1位

男子1位

川西 宏明
リツ子

宏明
宏明

“♕男女総合優勝♕”

（スノーボード女子） 2位 大廣 貴子 （スノーボード男子） 2位 中条 司津雄 3位 要 秀幸
（女子Ｂ） 1位 肥目田 智子 7位 川田 美香
9位 森谷 昌子
（女子Ａ） 3位 要 志保
5位 笠井 美樹 ６位 槙塚 裕美 10位 植松 美貴
（男子Ｅ） 1位 槙塚 正福
（男子Ｄ） 2位 高崎 清秀 3位 川西 宏明
（男子Ｃ） １位 永井 修司
8位 加地 正樹
（男子Ａ） ２位 槙塚 賢治 10位 槙塚 勇治
（男子Ｂ） 4位 森 裕志朗
5位 阿部 純久 7位 川口 憲治
9位 北條 秀明

・第２９回香川県スキー選手権大会
（女子） 6位 笠井 美樹

（男子） 5位 永井 修司

6位 川西 宏明

18位 大河 由治

