
ユーベル便り  

 2019 年 5 月 

 

会員の皆様、今シーズンの滑りはいかがでしたか。ユーベル便りをお送りします。 

 

2019 年度ユーベルスキークラブ行事報告 

初滑り 

開催場所: 苗場スキー場 

日程: 2018/12/15(土)～12/16(日) 1 泊 

参加者(順不同、敬称略): 樋口 俊彦、古澤 圭輔、三浦 靖一、有江 巧 

宿泊場所: 苗場プリンスホテル 

 

今シーズンの初滑りも、苗場スキー場で開催。今シー

ズンは、雪不足が心配されましたが、開催日の週に入

り一気に雪が降ったため、積雪も十分で、下山コース

もオープンしていました。 

初日は朝から雪で、気温も筍平は-8℃の寒さ。さらに

新潟県連の講習会とバッティングしていたこともあり、ゲレンデが混み合っていたため、無理をせず多め

に休憩をとり、早めに引き上げました。 



翌日は、天気もよく、視界も良好。気持ちよく滑ることができました。ただ、前日同様、ゲレンデが混み

合っていたため、安全や体調を考慮し、各人昼頃で切り上げることに。シーズンはまだ始まったばかりで

すからね。 

今年も参加人数が少なかったのは少々残念でしたが、充実した初滑りを楽しむことができました。 

3 年連続で雪上のコンディションが良好だった苗場。来シーズンこそ、皆さんも是非!! (有江) 

正月スキー 

開催場所: 志賀高原スキー場 

日程: 2018/12/30(日)～2019/1/2(水)  3 泊 4 日 

参加者(順不同、敬称略): 堂田 輝美、江崎 光史、江崎 久恵、西岡 勇、西岡 教子、三浦 美奈子、三浦 麗

奈、三沢 勝子、櫻井 翔子、香川そのか（小学生）、西村 誠、西村 康子、香川慎一郎、長澤 敏一 

宿泊場所: 高天原ホテル 

 

今シーズンの年末年始も志賀高原は「最強寒波」が間に合いトップシーズン雪質で全山滑ることが出来ま

した。 

今回もビジター参加の西村さんご夫妻はテレマークスキー

を上手に操り、滑走を満喫頂きました。受検生の三浦（美）

さん、櫻井さんのお二人には元・スキークロス日本代表・

技術選／長野県代表湯本指導員の特別講習を 2 日間受講頂

きました。 

競技部会チーム４名はダイヤモンド＆焼額山で 2.5 日間ゲートトレーニングに参加しました。 

焼額山ゲートには現・日本 Jr.チャンピオンも練習に来ており「目の保養」になりました。(長澤) 



2 月例会 

開催場所: 山形蔵王スキー場 

日程: 2019/2/9(土)～2/11(日)2 泊 3 日 

参加者(順不同、敬称略): 西岡教子、和田亜起子(西岡さん勧誘)、三沢勝子、和田克枝、古澤登美子、西岡

勇、古澤圭輔、長沢敏一、中村哲治、俣木亮太郎（堂田勧誘）、大澤勝正（堂田勧誘）、堂田輝美 

宿泊場所: ロッジスコーレ 

 

長年に渡り現地集合だった行事をバスツアーとして企

画してみました。 

バスの良さである車内で飲食ができ、会話もでき仲間の

絆が深まりました。 

雪のコンディションも最高で、頂上付近の「樹氷」は感

動でした。 

先輩達は、年齢を感じさせないがんがんと滑走する姿には、驚きを隠せません。すごい！ 

たまには、バスでのスキーも良いかと。参加された皆さんありがとうございました。(堂田) 

北海道スキー 

開催場所: ルスツリゾートスキー場 

日程: 2019/2/17(日)～2/21(木)4 泊 5 日 

参加者(順不同、敬称略): 江崎夫妻、西岡夫妻、三沢勝子、古澤圭輔、高橋太、堂田輝美（19 日リターン） 

宿泊場所:ルスツリゾートホテル 



 

長年に渡り北海道行事を継続していただき、

10 年くらいぶりに参加しました。 

やはり、雪質は最高ですね。また、海外から

のスキーヤーが平日にも関わらず多く、オー

ストラリア、スイスなどからも来ていました。

先輩達は、スキーを履いていると年齢を感じず、まだまだ 30 代？と滑走する姿には、驚きを隠せません。 

北海道ははずせない行事と感じました。自分へのご褒美に良いと思いますし、仕事優先の皆さんには金曜

夜発～月曜帰宅グループ、日曜初～木曜帰宅グループを募集し日曜夜に参加者で会食を提案したいと思い

ますが、皆さんいかがでしょうね。参加された皆さんお疲れさまでした。(堂田) 

3 月例会 

開催場所: 水上宝台樹スキー場 

日程: 2019/3/16(土)～3/17(日)1 泊 2 日 

参加者(順不同、敬称略): 樋口俊彦、長沢敏一、堂田輝美、香川慎一郎、伊藤敦、櫻井翔子、中村哲治 

宿泊場所: 吉野屋 

 

今年は雪もたっぷりでグッドコンディションの中、例年通りシ

ティカップに参戦。 

櫻井翔子さんが初参戦でいきなり GS,S 共に優勝！素晴らしいレー

スデビューとなりました！正指導員の確かな技術をポールでも披

露していただきました。 



オッサン達は、樋口会長が久々の参戦、香川さんが意地の優勝！堂田さんが３位と奮闘、伊藤さんはハイ

レベルなカテゴリーの中大健闘しました。(中村) 

 

4 月春合宿 

開催場所：志賀高原焼額山スキー場 

日程：2019/4/19（金）夜～4/21（日）昼 1.5 泊 

参加者(順不同、敬称略): 堂田輝美 長澤敏一 中村哲治 伊藤敦 林俊之 

宿泊場所：ホテル大六 

 

4 月 20 日 2 時無事ホテル到着。早速一杯が始まり寝た

のは 4 時近く。しかし全員 5 時半には起床。6 時過ぎ

にはポール練習に出発。ゲレンデでは、竹節一夫コー

チが GS ポールセット完了で出迎えてくれ、6 時半か

ら GS 練習開始。9 時にはホテルに一度戻り朝食。そ

の後 10 時過ぎより SL ポールの練習開始。12 時に終了し各人竹節コーチの適切なアドバイスに感激してい

ました。 

ホテルに戻り、駐車場でいよいよバーベキュー開始。 

練習後の美味い酒＋焼肉等に皆さん大満足していました。翌日も同じスケジュールで GS、SL の練習を行

い、コーチより適切なアドバイスをもらい 12 時に終了。平成最後のクラブ行事も無事終了し全員下山、帰

宅しました。(林、長澤) 

 

 

 

元・ワールドカップ日本代表アルペンレーサー「竹節一夫」先生と 



大会成績 

 

指導員検定 

正指導員 

櫻井翔子さんが、指導員検定と B 級検定員検定に、見事合格しました。今後の活躍に期待しています！ 

西田義久さんは、残念ながら不合格となってしまいました。来年こそ是非!  

準指導員 

環富士山スキー技術選手権大会　3/9-10 横浜市民総合スキー大会　1/24 -25 ヨコハマシティーカップ　3/16-17

基礎 女子 10位 櫻井　翔子 男子H 3位　香川慎一郎 女子B 1位　櫻井　翔子

7位　堂田　輝美 男子E １位　香川慎一郎

神奈川県・千葉県スキー技術選手権大会1/26 男子G 13位　長澤　敏一 3位　堂田　輝美

基礎 女子 ２０位　櫻井　翔子 7位　平澤多嘉史 男子D 13位 中村 哲治　

9位 中村 哲治 15位　樋口 俊彦 　

指導員会フェスティバル大会　3/24 男子E DF  伊藤　敦 17位　長澤　敏一

GS 男子4組 4位　 林　俊之 男子C 1位　古澤祐介 男子C 6位　伊藤　敦

男子H 3位　香川慎一郎 女子B 1位　櫻井　翔子

オール神奈川スキーヤーズ大会　2/3 6位　堂田　輝美 男子E 2位　香川慎一郎

男子ﾏｽﾀｰｽの部 １位　松尾智 男子G 13位　長澤　敏一 男子D 12位　中村 哲治

男子競技選手の部 3位　香川慎一郎 3位　平澤多嘉史 15位　長澤　敏一　

男子小学生の部 1位　松尾　昊 12位 中村 哲治 男子C 5位  伊藤　敦

女子小学生の部 2位　香川　素乃 男子E 3位 　伊藤　敦

男子C 2位　古澤祐介 横浜市民マスターズ　3/17

八方尾根リーゼンスラローム大会3/3 距離 男子C 4位　松尾　智 男子E 2位　香川慎一郎

男子4組 83位　長澤　敏一 男子C 6位　香川慎一郎 10位　長澤　敏一

男子3組 15位　伊藤　敦 男子C 5位　中村 哲治

アサマ200 0マスターズスキー大会2/24 男子B 4位　伊藤　敦

かたしなマスターズスキー大会1/26 一般男子Ｃ 16位　平澤多嘉史

ＧＳ 一般男子Ｃ 11位　平澤多嘉史 一般男子Ｃ 32位　中村 哲治
ＧＳ
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三浦美奈子さんが、準指導員検定に見事合格しま

した。今後の活躍に期待しています! 

正指導員、B 級検定員合格の櫻井さん 


