
【１班】研修会講習班　　　講師：安田　尚弘

№ 性別 所　属

1 仲野 朝美 ナカノ トモミ 男性 大子町体協スキー部 スキー準指導員

2 山内 宏明 ヤマウチヒロアキ 男性 ＳＩＡＳ（シアス）スノークラブ スキー準指導員

3 守口 利裕 モリグチトシヒロ 男性 潮来スキークラブ スキー準指導員

4 中澤 昇 ナカザワノボル 男性 ＩＵスキークラブ スキー準指導員

5 飯田 勉 イイダ ツトム 男性 日立建機スキー部 スキー準指導員

6 遠藤 康子 エンドウヤスコ 女性 水戸チロリアスキークラブ スキー準指導員

7 山口 玲子 ヤマグチレイコ 女性 友部スキークラブ スキー指導員

8 小高 克明 コタカ カツアキ 男性 日立建機スキー部 スキー準指導員

9 宮崎 格 ミヤザキタダシ 男性 日立建機スキー部 スキー準指導員

10 香取 正吉 カトリ マサヨシ 男性 日立建機スキー部 スキー準指導員

11 吉村 昇 ヨシムラノボル 男性 結城スキークラブ スキー準指導員

12 堀 浩 ホリ ヒロシ 男性 水海道スキークラブ スキー準指導員

13 西村 聡 ニシムラサトル 男性 水海道スキークラブ スキー準指導員

14 殿川 隆志 トノカワタカシ 男性 水海道スキークラブ スキー準指導員

15 小山 啓司 コヤマ ケイジ 男性 やまびこスキークラブ スキー準指導員

16 塚田 暁子 ツカダ アキコ 女性 カスミガウラスキークラブ スキー指導員

17 浜野 宏 ハマノ ヒロシ 男性 ヘップヴァンプススキークラブ スキー準指導員

18 17名

氏　名 ヨミガナ 資　格



【2班】クリニック講習班　　講師：川上　徹行

№ 性別 所　属

1 黒羽 清隆 クロハ キヨタカ 男性 水戸チロリアスキークラブ スキー準指導員 Ｃ

2 栗田 晋一 クリタ シンイチ 男性 大子町体協スキー部 スキー指導員 Ｂ

3 市村 芳二 イチムラヨシジ 男性 ＳＩＡＳ（シアス）スノークラブ スキー指導員 A

4 松田 文平 マツダ ブンペイ 男性 ＳＩＡＳ（シアス）スノークラブ スキー指導員 Ｂ

5 中庭 和浩 ナカニワカズヒロ 男性 ＳＩＡＳ（シアス）スノークラブ スキー指導員 Ｂ

6 佐藤 聡 サトウ サトシ 男性 ＳＩＡＳ（シアス）スノークラブ スキー準指導員 Ｃ

7 天野 暁史 アマノ アキフミ 男性 ＳＩＡＳ（シアス）スノークラブ スキー準指導員 Ｃ

8 押野 敏男 オシノ トシオ 男性 ＳＩＡＳ（シアス）スノークラブ スキー準指導員 Ｃ

9 内田 格 ウチダ イタル 男性 ＩＵスキークラブ スキー指導員 A

10 山火 周二 ヤマビ シュウジ 男性 結城スキークラブ スキー指導員 Ｂ

11 人見 健一 ヒトミ ケンイチ 男性 千代川スキークラブ スキー指導員 A

12 桜井 健太 サクライケンタ 男性 茨城大学スキークラブ スキー準指導員 Ｃ

13 倉持 直子 クラモチナオコ 女性 水戸チロリアスキークラブ スキー指導員 Ｂ

14 斉藤 税 サイトウオサム 男性 水戸チロリアスキークラブ スキー準指導員 Ｃ

15

16 14名

氏　名 ヨミガナ 資　格



【3班】クリニック講習班　　講師：塚本　孝

№ 性別 所　属

1 奥田 健司 オクダ ケンジ 男性 日製日立日立会スキー部 スキー準指導員 Ｃ

2 高橋 博文 タカハシヒロブミ 男性 日製日立日立会スキー部 スキー準指導員 Ｃ

3 坂本 謙二 サカモトケンジ 男性 牛久市スキークラブ 功労スキー指導員 Ｂ

4 池田 幸央 イケダ ユキオ 男性 牛久市スキークラブ 功労スキー準指導員 Ｃ

5 池田 純 イケダ ジュン 男性 日立建機スキー部 スキー準指導員 Ｃ

6 小山 重春 コヤマ シゲハル 男性 日立建機スキー部 スキー指導員 Ｂ

7 外川 重信 ソトカワシゲノブ 男性 スカディスキークラブ スキー指導員 Ｂ

8 松村 仁志 マツムラヒトシ 男性 水海道スキークラブ スキー指導員 Ｂ

9 土屋 貴志 ツチヤ タカシ 男性 古河市スキー協会 スキー指導員 Ｃ

10 高橋 龍己 タカハシタツミ 男性 古河市スキー協会 スキー準指導員 Ｃ

11 橋場 修一 ハシバ シュウイチ男性 やまびこスキークラブ スキー指導員 A

12 磯原 直行 イソハラナオユキ 男性 やまびこスキークラブ スキー準指導員 Ｃ

13 後藤 剛 ゴトウ ツヨシ 男性 やまびこスキークラブ スキー準指導員 Ｃ

14 横田 秋歳 ヨコタ アキトシ 男性 鉾田市スキー連盟 スキー指導員 Ｃ

15 長島 利昭 ナガシマトシアキ 男性 鉾田市スキー連盟 スキー準指導員 Ｃ

16 横田 善美 ヨコタ ヨシミ 女性 鉾田市スキー連盟 スキー準指導員 Ｃ 16名

17

氏　名 ヨミガナ 資　格


