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１９３０
昭和 ５年

・三重県スキー連盟の前身である四日市山岳スキークラブ発足

１９３１
昭和 ６年

・藤原スキークラブ発足

１９４７
昭和２２年

・四日市スキークラブ復活

１９５０
昭和２５年

・５月２５日三重県スキー連盟発足
・第５回国民体育大会兼第２８回全日本スキー選手権大会（山形県米沢・五色）
に４名初出場

１９５１
昭和２６年

・中日スキー友の会に初参加参加人数約１５０名
・第６回国民体育大会兼第２９回全日本スキー選手権大会（高田・赤倉）に５名出場
・第１回高松宮賜杯中部日本スキー大会開催（岐阜・坂上）三重県選手団出場

１９５２
昭和２７年

・県民スキー大会兼国体中日大会予選会（八方尾根・細野）初開催
・第７回国民体育大会（小樽）６名出場
・第２回中部日本スキー大会（宇奈月）出場

１９５３
昭和２８年

・第８回国民体育大会（大館・大湯）５名出場
・第３回中部日本スキー大会（六呂師・長山）１５名出場

１９５４
昭和２９年

・第９回国民体育大会（野沢）１２名出場
・第４回中部日本スキー大会（木曽福島・薮原）２２名出場

１９５５
昭和３０年

・第１０回国民体育大会（旭川・神居）４名出場
・第５回中部日本スキー大会（鶴来町）２０名出場

１９５６
昭和３１年

・高松宮殿下をお迎えして三重県主管第６回中部日本スキー大会（藤原スキー場 ）を
開催３８名出場
・第１１回国民体育大会（大鰐）５名出場

１９５７
昭和３２年

・第１２回国民体育大会（神鍋）１２名出場
・第７回中部日本スキー大会（原山・打保）２０名出場

１９５８
昭和３３年

・第１３回国民体育大会（札幌）１１名出場
・第８回中部日本スキー大会（城端町）３０名出場
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１９５９
昭和３４年

・第１４回国民体育大会（米沢御成山・蔵王）１２名出場
・第９回中部日本スキー大会（六呂師）１４名出場

１９６０
昭和３５年

・第１５回国民体育大会（山ノ内）１４名出場
・第１０回中部日本スキー大会は、伊勢湾台風被害復興のため中止

１９６１
昭和３６年

・第１６回国民体育大会（高田・赤倉）２０名出場
・第１１回中部日本スキー大会（獅子吼高原）１５名出場

１９６２
昭和３７年

・第１７回国民体育大会（小樽）１６名出場
・第１２回中部日本スキー大会（八方尾根・細野）２６名出場

１９６３
昭和３８年

・高松宮殿下をお迎えして三重県主管第１３回中部日本スキー大会（御在所ス
ー場）を開催３７名出場
大回転 女子の部 岸田朝子 第３位 回転 女子の部 岸田朝子 第２位
回転 男子の部 河野隆躬 第３位
・第１８回国民体育大会（鳴子）２２名出場

１９６４
昭和３９年

・第１８回県民体育大会にスキー競技オープン参加
・第１９回国民体育大会（高田・赤倉）２９名出場
・第１４回中部日本スキー大会（流葉）３７名出場

１９６５
昭和４０年

・第１９回県民体育大会冬季大会スキー競技会開催（御在所）正式種目初参加
・第２０回国民体育大会（神鍋）２０名出場
・第１５回中部日本スキー大会（粟須野）３２名出場

１９６６
昭和４１年

・第２１回国民体育大会（旭川）１４名出場
・第１６回中部日本スキー大会（勝原・荒島）２４名出場

１９６７
昭和４２年

・第２２回国民体育大会（大鰐）１９名出場
・第１７回中部日本スキー大会（流葉）４１名出場

１９６８
昭和４３年

・第２３回国民体育大会（白馬）１９名出場
・第１８回中部日本スキー大会（獅子吼高原）２７名出場
・第４６回全日本スキー選手権大会（苗場）に１７年ぶりに３名出場

１９６９
昭和４４年

・第２４回国民体育大会（流葉）出場
・第１９回中部日本スキー大会はブロック内で国体開催のため中止

１９７０
昭和４５年

・第２５回国民体育大会（倶知安）役員を含め２０名出場
・第２０回中部日本スキー大会（西山）３１名出場

１９７１
昭和４６年

・第２６回国民体育大会（田沢湖）役員を含め２５名出場
・第２１回中部日本スキー大会（平湯）２８名出場

１９７２
昭和４７年

・三重県スキー連盟事務局が三岐鉄道本社から（株）第一工務店（四日市）に移転する
・第２７回国民体育大会（大山）１９名出場
・第２２回中部日本スキー大会は札幌オリンピック開催のため中止
・三重県スキー連盟初主管の指導員研修会開催（根の原高原）各県よりの参加
約２５０名
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１９７３
昭和４８年

・第２８回国民体育大会（塩沢）２０名出場
・第２３回中部日本スキー大会は積雪皆無のため中止
・第５１回全日本スキー選手権大会７名出場

１９７４
昭和４９年

・第２９回国民体育大会（猪苗代）２１名出場
・第２４回中部日本スキー大会（六呂師）不参加
・第５２回全日本スキ－選手権大会（八方尾根）３名出場

１９７５
昭和５０年

・第３０回国民体育大会（富良野）２３名出場
・第２５回中部日本スキー大会（粟巣野）不参加
・三重県スキー連盟主管の指導員研修会開催（鷲ヶ岳）約２８０名参加
・第１２回全日本デモンストレーター選考会（苗場）１名出場

１９７６
昭和５１年

・第３１回国民体育大会（富山県・大山町）２２名出場
・第２６回中部日本スキー大会はブロック内で国体開催のため中止
・第１３回全日本デモンストレーター選考会（八方尾根）５名出場

１９７７
昭和５２年

・第３２回国民体育大会（大鰐）２２名出場
・第２７回中部日本スキー大会（白峰）不参加
・第１４回全日本デモンストレーター選考会（八方尾根）３名出場

１９７８
昭和５３年

・第３３回国民体育大会（野沢）２０名出場
・第２８回中部日本スキー大会（舟山）２０名出場
・第１５回全日本デモンストレーター選考会（八方尾根）４名出場

１９７９
昭和５４年

・第３４回国民体育大会（名寄）１７名出場
・第２９回中部日本スキー大会（六呂師）３８名出場
・この年より正月スキーが志賀高原一会場（Ａ班長期・Ｂ班短期）での開催となる
・第１６回全日本デモンストレーター選考会（八方尾根）３名出場
・三重県スキー連盟主管の指導員研修会開催（流葉）各県よりの参加約３３０名

１９８０
昭和５５年

・第３５回国民体育大会（小樽）１８名出場
・第３０回中部日本スキー大会（宇奈月）３３名出場

１９８１
昭和５６年

・第３６回国民体育大会（妙高）１７名出場
・第３１回中部日本スキー大会（白峰）３５名出場

１９８２
昭和５７年

・第３７回国民体育大会（田沢湖）１７名出場
・第３２回中部日本スキー大会（御嶽鈴蘭）３６名出場
・第１９回全日本基礎スキー選手権大会（八方尾根）２名出場

１９８３
昭和５８年

・第３８回国民体育大会（草津）１８名出場
・第３３回中部日本スキー大会（六呂師）３８名出場
・三重県スキー連盟主管の指導員研修会開催（平湯温泉）各県よりの参加約３５０名
・第２０回全日本基礎スキー選手権大会（網張）３名出場

１９８４
昭和５９年

・第３９回国民体育大会（山形）１８名出場
・第３４回中部日本スキー大会（粟巣野）４０名出場
・第２１回全日本基礎スキー選手権大会（大鰐）２名出場
・第６２回全日本スキー選手権大会（雫石）２名出場
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１９８５
昭和６０年

・第４０回国民体育大会（片品）１８名出場
・第３５回中部日本スキー大会（御嶽鈴蘭）４２名出場
大回転少年女子で中西以穂が優勝、回転では３位に入賞
回転成年男子三部鳥山長太郎が３位に入賞
距離成年女子リレ－で３位に入賞（草川弥生、大川桃子、野呂早苗、鈴木貴子）
・正月スキー（志賀高原）が３泊４日に統一される
・第２２回全日本基礎スキー選手権大会（大鰐）３名出場
・第６３回全日本スキー選手権大会（雫石）１名出場

１９８６
昭和６１年

・第４１回国民体育大会（倶知安）１７名出場
・第３６回中部日本スキー大会（一里野）４３名出場
・第２３回全日本スキー技術選手権大会（八方尾根）２名出場
・第６４回全日本スキー選手権大会（旭川）２名出場

１９８７
昭和６２年

・第４２回国民体育大会（白馬）１７名出場
・第３７回中部日本スキー大会（御嶽鈴蘭）４８名参加
大回転成年女子１部で中西以穂が３位に入賞
・第２４回全日本スキー技術選手権大会（八方尾根）２名出場
・第６５回全日本スキー選手権大会（栂池）１名出場
・三重県スキー連盟主管の指導員研修会開催（平湯温泉）各県よりの参加約３００名

１９８８
昭和６３年

・第４３回国民体育大会（安比）１７名出場
・第３８回中部日本スキー大会（九頭竜）４１名出場
大回転成年女子１部で中西以穂が３位に入賞
・第２５回全日本スキー技術選手権大会（八方尾根）２名出場
・第６６回全日本スキー選手権大会技術系（大鰐）２名出場
・第６６回全日本スキー選手権大会高速系（志賀）３名出場
・伊藤保（理事長）国体連続出場３０回表彰を受ける

１９８９
平成 １年

・第４４回国民体育大会（旭川）２０名出場
・第３９回中部日本スキー大会（白峰）３５名出場
中西以穂（成年女子１部）回転：準優勝、大回転：準優勝
・第２６回全日本スキー技術選手権大会（八方尾根）２名出場
・第６７回全日本スキー選手権大会技術系（名寄）２名出場
・第６７回全日本スキー選手権大会高速系（志賀）３名出場

１９９０
平成 ２年

・第４５回国民体育大会（大鰐）１９名出場
・第４０回中部日本スキー大会（牛岳温泉）３５名出場
・第２７回全日本スキー技術選手権大会（八方尾根）２名出場
・第２２回東海北陸中学生スキー大会（ダイナランド）９名出場 森川浩一大回転：３位

１９９１
平成 ３年

・第４６回国民体育大会（塩沢、六日町）１９名出場
・第４１回中部日本スキー大会（丹生川村）４１名出場
・第２８回全日本スキ－技術選手権大会（八方尾根）１名出場
・第２３回東海北陸中学生スキー大会（白山）８名出場
森川浩一、回転：準優勝、大回転：３位
・第６９回全日本スキー選手権大会高速系（志賀）１名出場
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１９９２
平成 ４年

・第４７回国民体育大会（山形蔵王）２０名出場
・第４２回中部日本スキー大会（御嶽鈴蘭）３８名出場
・第２９回全日本スキー技術選手権大会（尾瀬岩鞍）１名出場
・第７０回全日本スキー選手権大会技術系（白馬）１名出場
・第７０回全日本スキー選手権大会高速系（白滝）１名出場
・第２９回全国中学校スキー大会（野沢）５名出場
森川浩一が回転で１０位に入賞
・第２４回東海北陸中学生スキー大会（立山山麓）５名出場
森川浩一、回転：優勝、大回転：準優勝

１９９３
平成 ５年

・第４８回国民体育大会（鳥取大山）１９名出場
・第４３回中部日本スキー大会（平村）３９名出場
中西位穂（成年女子２部）回転：優勝、大回転：準優勝
・第３０回全日本スキー技術選手権大会（尾瀬岩鞍）１名出場
・第７１回全日本スキー選手権大会技術系（大鰐）２名出場
・第７１回全日本スキー選手権大会高速系（いわない国際）１名出場

１９９４
平成 ６年

・第４９回国民体育大会（鳴子）１９名出場
中西以穂（女子１部Ｂ）８位入賞
・第４４回中部日本スキー大会（六呂師）３８名出場
中西位穂（成年女子２部）大回転：優勝
・第３１回全日本スキー技術選手権大会（野沢温泉）１名出場
・第７２回全日本スキー選手権大会技術系（大鰐）２名出場
・第２６回東海北陸中学生スキー大会（飛騨高山）１０名出場
鳥山真也、大回転：準優勝

１９９５

・第５０回国民体育大会（猪苗代）２０名出場
中西以穂（女子１部Ｂ）優勝
・第４５回中部日本スキー大会（白峰高原）３７名出場
中西以穂（女子２部）回転：優勝、大回転：優勝
・第３２回全日本スキー技術選手権大会（野沢温泉）１名出場
・第７３回全日本スキー選手権大会技術系（志賀）３名出場
・第７３回全日本スキー選手権大会高速系（八方尾根）２名出場

平成 ７年

１９９６
平成 ８年

・第５１回国民体育大会（鈴蘭高原）２０名出場
・第４６回中部日本スキー大会はブロック内で国体開催のため中止
・第３３回全日本スキー技術選手権大会（ルスツ）１名出場
・第７４回全日本スキー選手権大会技術系（志賀高原）２名出場
・第７４回全日本スキー選手権大会高速系（雫石）１名出場

１９９７
平成 ９年

・第５２回国民体育大会（鹿角市）１９名出場
中西以穂（女子１部Ｂ）４位入賞
・第４７回中部日本スキー大会（ダイナランド）２７名出場
中西以穂（女子２部）回転：優勝、大回転：準優勝
・第３４回全日本スキー技術選手権大会（石内丸山）１名出場
・第７５回全日本スキー選手権大会技術系（鈴蘭高原）２名出場
・第１０回東海北陸ブロックスキー学校大会（アルコピア）
第３位 四日市チーム
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１９９８
平成１０年

・第５３回国民体育大会（案代市）２０名出場
・第３５回全日本スキー技術選手権大会（田沢湖）２名出場
・第７６回全日本スキー選手権大会技術系（尾瀬岩鞍）１名出場

１９９９
平成１１年

・第５４回国民体育大会（小樽市）２０名出場
・第４９回中部日本スキー大会（極楽坂）３５名出場
森川幸彦（少年男子）回転：２位、小川潤一郎 大回転：３位
・第３６回全日本スキー技術選手権大会（岩岳）２名出場
・第７７回全日本スキー選手権大会技術系（八方尾根）１名出場

２０００
平成１２年

・第５５回国民体育大会（おおやま）１９名出場
・第５０回中部日本スキー大会（福井和泉）３８名出場
石田達矢 距離：２位、一丁田真穂 大回転：３位
・第３７回全日本スキー技術選手権大会（八方尾根）２名出場）
・第７８回全日本スキー技術選手権大会 （志賀高原）
・第１４回東海北陸ブロックスキー学校大会（アルコピア）
男子：スノーメイト名張 準優勝、女子：三重 準優勝

２００１
平成１３年

・第５６回国民体育大会（戸狩）２０名出場
・第５１回中部日本スキー大会（流葉・数河高原） ４８名出場
・第３８回全日本スキー技術選手権大会（八方尾根） ２名出場
・第７９回全日本スキー選手権大会技術系（野沢温泉）２名出場
・第１５回東海北陸ブロックスキー学校大会（ペンタピア）１０名出場
一丁田真穂（カービングレース個人女子）優勝

２００２

・第５７回国民体育大会（妙高高原）１８名出場
・第５２回中部日本スキー大会（金沢セイモア） ３０名出場
鳥山真也 大回転:優勝 回転:２位 鳥山真弓 大回転:３位 回転:３位
・第８０回全日本スキー選手権大会技術系（八方尾根）１名出場
・第１６回東海北陸ブロックスキー学校大会（鈴蘭高原）１０名出場
一丁田真穂（カービングレース個人女子）優勝
女子：三重 ３位

平成１４年

２００３
平成１５年

２００４
平成１６年

・第５８回国民体育大会（名寄）１９名出場
・第５３回中部日本スキー大会（極楽坂） ３６名出場
・第１７回東海北陸ブロックスキー学校大会（鈴蘭高原）１１名出場

・第５９回国民体育大会（赤倉温泉）１９名出場
・第５４回中部日本スキー大会（モンデウス）４５名出場
８３得点 総合５位入賞
鳥山真也 大回転：優勝 回転：優勝 池田吉弥 大回転：３位 回転：２位
種村英智 大回転：３位 石田達矢 距離：優勝 浅井豊司：３位
鳥山真弓 回転：３位
・第１８回東海北陸ブロックスキー学校大会（鈴蘭高原）４名出場

スキー連盟年表
年

代

２００５
平成１７年

２００６
平成１８年

２００７
平成１９年

２００８
平成２０年

２００９
平成２１年

２０１０
平成２２年

記

事

・第６０回国民体育大会（安比高原スキー場）ｱﾙﾍﾟﾝ１４名 ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ６名 計２０名出場
・第５５回中部日本スキー大会（スキージャム勝山）３９名出場
ｱﾙﾍﾟﾝ男女総合３位（６９点）ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ男女総合５位（３９点）男女総合５位
（１１８点）
大川直輝 大回転：優勝、小川潤一郎 回転：優勝大回転：２位
鳥山陽子 回転：優勝、鳥山真弓 回転：２位 大回転：２位
秋山紗衣子 距離：３位
・第２８回東海北陸ブロックスキー技術選手権（朴の木平） １５名出場
林 和哉 男子２位
・第６１回国民体育大会（群馬県 片品村） ２０名出場
・第５６回中部日本スキー大会（富山県 南砺市）３８名出場
ｱﾙﾍﾟﾝ男女総合５位（５１点）ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ男女総合６位（２８点）男女総合６位
（７９点）
鳥山真也 回転：優勝、芳川愛実 大回転：３位
・第２９回東海北陸ブロックスキー技術選手権（朴の木平）１６名出場
・第４３回全日本スキー技術選手権（苗場）４名出場
・第１９回東海北陸ブロックスキー学校大会（鈴蘭高原）８名出場
・林 和哉ＳＡＪデモンストレーター認定 三重県から初認定
・第６２回国民体育大会（秋田県田沢湖 AL 花輪ＸＣ） ２１名出場
・第５７回中部日本スキー大会（石川県 白峰スキー場）４０名出場
ｱﾙﾍﾟﾝ５位（５２点）ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ６位（３３点）総合成績６位（８５点）
鳥山真也 回転：優勝 大回転：２位、鳥山真弓 回転：３位 大回転：３位
鳥山陽子 回転：２位、芳川愛実 回転：３位、木原博之 距離：２位
・第３０回東海北陸ブロックスキー技術選手権（金沢セイモア）１５名出場
芳川愛実 女子優勝
・第６３回国民体育大会（長野県） ２０名出場
・第５８回中部日本スキー大会（岐阜県 高山市）３７名出場
ｱﾙﾍﾟﾝ５位（４３点）ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ６位（１１点）総合成績６位（５４点）
鳥山真也 回転：３位、鳥山陽子 回転：３位
・第３１回東海北陸ブロックスキー技術選手権（朴の木平）１５名出場
芳川愛実 女子：6 位
・第６４回国民体育大会（新潟県） ２２名出場
・第５９回中部日本スキー大会（福井県 九頭竜スキー場）３７名出場
ｱﾙﾍﾟﾝ５位（４７点）ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ６位（１４点）総合成績６位（６１点）
鳥山真也 大回転：２位、芳川愛実 回転：３位、鳥山陽子 回転：３位
・第３２回東海北陸ブロックスキー技術選手権（和泉）１５名出場
芳川愛実 女子：2 位
・第６５回国民体育大会（北海道） ２９名出場
・第６０回中部日本スキー大会（富山県）４４名出場
ｱﾙﾍﾟﾝ６位（４４点）ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ６位（１６点）総合成績６位（６０点）
鳥山真也 大回転：２位 回転：２位、芳川愛実 大回転：２位、
大川翔子 大回転：３位、鳥山陽子 回転：３位、
木原博之 距離：3 位、石田達矢 距離：３位
・森川繁彦(会長)・馬場淳(競技本部長）国体連続出場３０回表彰を受ける

スキー連盟年表
年

代

２０１１
平成２３年

２０１２

記

事

・第６６回国民体育大会（秋田県）
29 名出場
・第６１回中部日本スキー大会（石川県）
アルペン 6 位 クロスカントリー 6 位 総合 6 位
鳥山真也 大回転 優勝 芳川愛実 大回転 2 位
石田達矢 距離 3 位
・第６７回国民体育大会（岐阜県） 34 名出場
・第６２回中部日本スキー大会 ブロック内国体開催の為中止

平成２４年

・第６８回国民体育大会（秋田県）
29 名出場
・第６３回中部日本スキー大会（岐阜県）
アルペン 7 位 クロスカントリー 6 位 総合 6 位
平成２５年
鳥山真也 大回転 3 位 高橋史也 大回転 3 位 芳川愛実 大回転 3 位
高橋一広 大回転 3 位 野口洋二 距離 3 位 中世古法子 距離 2 位
２０１３

・第６９回国民体育大会（山形県）
28 名出場
・第６４回中部日本スキー大会（福井県）
アルペン 4 位 クロスカントリー 6 位 総合 6 位
平成２６年
矢羽々隆憲 大回転 優勝 鳥山陽子 大回転 優勝
桜本有起 大回転 2 位 鳥山真也 大回転 3 位 大川翔子 大回転 3 位
中世古法子 距離 3 位
２０１４

・第７０回国民体育大会（群馬県片品村）
28 名出場
・第６５回中部日本スキー大会（富山県）
アルペン 5 位 クロスカントリー 6 位 総合 6 位
平成２７年
鳥山真也 大回転 2 位 高橋史也 大回転 3 位
鳥山陽子 大回転 3 位 矢羽々隆憲 大回転 3 位 石田達矢 距離 3 位
２０１５

・第７１回国民体育大会（岩手県安比高原）
２９名出場
鳥山真也 大回転Ｃ ６位
２０１６ ・第６６回中部日本スキー大会（石川県白山市）
総合 5 位（１１０点)
平成２８年
鳥山真也 大回転優勝 高橋史也 大回転優勝 矢羽々隆憲 大回転３位
中世古法子 距離２位
・第３９回東海北陸ブロックスキー技術選手権（ほおのき平）１９名出場
団体：三重県 A 優勝 南谷 歩 ８位
・南谷 歩 SAJ デモンストレーター認定
・第７２回国民体育大会（長野県白馬村）
３０名出場
鳥山真也 大回転Ｃ ８位
２０１７ ・第６７回中部日本スキー大会（岐阜県郡上市）
総合 ６位（８９点)
平成２９年
鳥山真也 大回転 ２位
・第４０回東海北陸ブロックスキー技術選手権（ほおのき平）１９名出場
南谷 歩 ４位

スキー連盟年表
年

代

記

事

・第７３回国民体育大会（新潟県妙高市）
３１名出場
鳥山真也 大回転Ｃ １０位
２０１８ ・第６８回中部日本スキー大会
ブロック内国体開催の為中止(福井国体)
平成３０年 ・第４１回東海北陸ブロックスキー技術選手権（福井和泉）１６名出場
南谷 歩 ７位 山本芽似 ５位
・南谷 歩 SAJ デモンストレーター認定

・第７４回国民体育大会（札幌市）
３２名出場
中澤真緒 大回転 A ５位 石川謙太郎 距離 A ６位
２０１９ ・第６９回中部日本スキー大会（富山県南砺市）
総合 6 位（97 点）
平成３１年
森川幸彦 大回転 ２位 中澤真緒 大回転 優勝 長谷川有起 ３位
令和元年
野口洋二 距離
２位 中世古法子 距離 ４位
・JOC ジュニアオリンピックカップ(志賀高原)
橋倉蒼依 回転
9位
・第４２回東海北陸ブロックスキー技術選手権（白馬五竜）１０名出場
南谷 歩 ４位

２０２０
令和２年

２０２１
令和３年

・第７５回国民体育大会（富山県南砺市）
29 名出場
中澤真緒 大回転 A ５位
児玉美希 距離 A
優勝 渡邉祐佳 距離 A ７位
女子総合 ７位
・第９８回全日本スキー選手権（北海道音威子府村）
児玉美希 距離スプリント 優勝 渡邉祐佳 距離スプリント ２位
児玉美希 距離パシュート 優勝 児玉美希 距離クラシカル ２位
・第７０回中部日本スキー大会
ブロック内国体開催の為中止(富山冬季国体)
・第４３回東海北陸ブロックスキー技術選手権（白山セイモア）
雪不足のため中止
・第５７回全日本スキー技術選手権（長野県白馬村)
COVID-19 のため中止

