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公認スキーパトロール検定会 
 

 

 

 

 

53 期公認スキーパトロール検定会は 2014 年 2 月 28 日（金）～3 月 2 日（日）の 3 日

間にわたり第 1 会場は北海道ルスツリゾート、第 2 会場は岐阜県ほおのき平スキー場で実

施された。  

第 1 会場は天候に恵まれ、晴天の下、雪上種目が行われた。しかしながら第 2 会場は風

雨が強くなり、受検生や検定員は大変苦労した検定会となった。そんな中で 61 名が受検

し新たに 58 名の公認スキーパトロールが誕生しました。  

また、27 名の方が JSPA に入会されました。先輩 JSPA 会員の方の御指導、御鞭撻を宜

しくお願い致します。  

 

 

 

 

 

53 期公認パトロール合格者名簿（○は会員を表します。敬称略） 

入会   県 連     氏    名 入会   県 連     氏    名 入会   県 連     氏    名

北海道 石田  泰士 青森県 水野  隆史 ○ 石川県 山本　憲司
 北海道 川崎  哲也  秋田県 織田  夏雄 ○ 石川県 上野　耕平
 北海道 神成  志野  秋田県 渡辺　勇悦 ○ 長野県 上野　豊

 北海道 貴戸  崇史 ○ 秋田県 長谷川　弘一 ○ 岐阜県 渕上　純一郎
北海道 工藤  達也 ○ 秋田県 田中　美和 ○ 岐阜県 周戸　耕一

北海道 杉本  翼 秋田県 千葉　智永  岐阜県 直井　有希子
 北海道 田中  和己  山形県 遠藤  俊 ○ 岐阜県 兀下　大輔

北海道 富沢  武史 ○ 山形県 安食　芳浩  岐阜県 前坂　治臣
○ 北海道 中根  俊治 山形県 佐藤　文夫 ○ 愛知県 亀山　隆志
 北海道 中村  剛 ○ 福島県 星　隆幸  愛知県 河内　真弓

 北海道 正城  卓巳  栃木県 高木　岳史 ○ 大阪府 池田　洋行
 北海道 矢原  寛之 ○ 群馬県 澤田　幸弘 兵庫県 津崎　忠広

 青森県 阿保  英寿 ○ 群馬県 長谷川　雅樹 兵庫県 西田　潤悦
 青森県 大久  祐佳  群馬県 桒原　彰 兵庫県 東垣　毅

○ 青森県 大室  茂雄 ○ 埼玉県 吉田　一人 ○ 兵庫県 岡田　直大
○ 青森県 小坂  明 ○ 東京都 藤枝　賢晴 ○ 鳥取県 谷口　学

青森県 津田川  悟史 ○ 東京都 橋詰　隆大 ○ 島根県 竹内　大策

○ 青森県 廿楽  光孝 ○ 東京都 中村　義史 ○ 島根県 竹内　尚美
青森県 成田  茂  新潟県 高橋　哲也    

青森県 濱野  豊人 ○ 富山県 柴田　誠     

 

★JSPA ホームページ（http://jspa.la.coocan.jp/）のアルバムや全日本スキー連盟安全対

策部（http://snowsafety.web.fc2.com/）のアルバムで検定会の写真を見ることが出来ます。                                                                             
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スキーパトロール合格記 
 

 

 

 

 

「検定会を 

受検して」 

 

 島根県スキー連盟   

竹内 尚美 

 

この度、公認スキーパトロール検定を夫婦

で受検させて頂き、二人共に合格出来ました

事をとても嬉しく思っています。 

パトロールを始めたきっかけは、2 年前に

主人が知り合った方が広島の芸北国際スキ

ー場のパトロール隊に所属していて、是非夫

婦でやってみないかとお声を掛けて下さい

ました。 

まず資格を取った方がいいという事で、早

速去年県パトを受検し、今年は公認パトロー

ル検定を受検しましたので、これまでほとん

ど試験に向けての練習と勉強をしていたよ

うな気がします。 

西日本の養成講習では、２人ともアキヤ搬

送が苦手で落ち込んでいたら、技術員の方か

ら「練習に来たら」とお声を掛けて頂きまし

た。 

丁度芸北国際の隣りに位置する大佐スキ

ー場でも県パト用の研修会をされると聞き、

１日だけ参加させてもらいました。そこでも

足をとられて転んだり、色々とご指導を受け

つつ悪戦苦闘しました。 

その後もパトロールの合間をみて何度も

隊長をはじめ先輩方に練習を見て頂いたの

ですが、１つでも失敗したら即不合格！と聞

かされていたので、なかなか不安は消せませ 

 

 

 

んでした。 

そしていざ試験当日。雨でコンディション

が悪い中、慎重に確実に行こうと決めていた

のでなんとか無難に出来た様に感じました。 

ロープ・三角巾の試験も、前日の自習練習の

おかげでこちらもなんとか無事に済みまし

た。 

同じ部屋の女性陣や他の部屋の方達とロ

ープ・三角巾の練習をさせてもらったり色々

な話をしたりと、とても貴重な時間を過ごす

事が出来ました。 

主人も自分の部屋の方々６名で、色々な話

や情報交換をして、とても楽しく有意義だっ

たとの事でした。 

試験会場に向かう前からすごく緊張して

いて、到着した時点では大丈夫かな…と不安

でしたが、周りの方々と同じ時間を過ごして

いくうちに徐々に濃い内容の受検に集中し

ていき、沢山の事を学ばせて頂きました。こ

の経験を今後のパトロール活動に活かして

いきたいと思います。 

この度は本当にお世話になりまして有難

うございました。 
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スキーパトロール合格記 
 

 

 

 

 

「パトロール受検 

にチャレンジ」 

 

青森県スキー連盟   

大久 祐佳 

  

パトロール受検を決意したのは昨年の冬

でした。小学生で始めた競技スキーも高校で

終わり、一緒にやってた友達も多くが辞めて

いく中で、せっかく身につけた技術なのだか

ら、地元に帰ることができたらスキーと関わ

っていきたいと考えていました。そんなとき

所属していたクラブで、子供たち相手のスキ

ー教室のコーチを務める機会があり「やっぱ

りスキーは楽しいな」と感じました。この時

指導者の道も考えましたが、ボランティアで

スキーパトロールをしている父の勧めもあ

り、今回公認パトロールの受検にチャレンジ

することにしました。  

しかし、ようやく勤務調整をして受講した

救急法講習会では三角巾が全くできず、講師

の方や一緒に受検する仲間の皆様にたいへ

んな迷惑をかけてしまいました。「少しずつ

でも練習するように」という一昨年合格者の

A 先輩がアドバイスをしてくれましたが、配

置が変わったばかりで仕事の忙しさにかま

けて練習がおろそかになっていましたが、そ

れでも何とか第一関門は突破することがで

きました。  

さてシーズンを迎えて本格的な練習がス

タートしましたが、私の状況は仕事が忙しく  

て益々悪くなるばかりです。時間が無くて練  

 

 

 

習不足の私は何一つ満足に出来ず、養成講習

会では朝早くから夜遅くまで特訓の連続で

した。実はこの時無理だと感じて、今回の受

検を諦めかけました。もう少し職場に慣れて

からやり直そうと思い、養成講習から帰って

その事を A 先輩に話ました。しかし、A 先

輩はかまわず練習の日程をメールで連絡し

てきます。  

しばらく放置していたら、ついに励まし

メールから脅しに内容が変化してきました。

仲間の助けもあり気持ちを切り換え何とか

時間を作り、パトロール事務室へ顔を出すよ

うに心掛けました。それでもアキヤ搬送訓練

では、患者役が自分より体重が重くなかなか

上手に搬送出来ませんし、三角巾は相変わら

ず下手くそでしたが、仲間の協力のおかげで

何とか第二回目の養成講習会を乗り切り、検

定会へ臨むことが出来ました。  

ここまで来たら全力でやるしかありませ

ん。早朝のフェリーで函館に渡った私たちは

一路ルスツを目指しました。子供の頃父に連

れられ家族でキャンプした懐かしい場所で

すが、思い出にふけっている余裕はありませ

ん。仲間と一緒にコースの下見を終えチェッ

クイン、夕食後これまでやってきたことの復

習をみんなで確認し、翌日からはいよいよ検

定会がスタートしました。  

初日の理論は勉強の甲斐あり何とかクリ

アし、二日目のスキー実技では好天にも恵ま

れて、不得意なアキヤ搬送もこれまでで一番

の滑りができました。終わってからみんなで

滑ったイゾラコースは最高でした。最終日の

実技終了後合格が発表されたときは、達成感

・充実感に満たされると共に強い責任を感じ

ました。  



5 

 

写真で見る検定風景 
 

私は中学生の頃スキー大会で 2 度靭帯を

切る怪我をして、そのときパトロールの方に

大変お世話になった事があります。これから

は私が役に立つ番です。今回学んだ事を生か

して万一の場合はもちろんのこと、ゲレンデ      

 

 

 

第 1 会場 ルスツリゾート（北海道） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の安全とウィンタースポーツの楽しさを伝

える為に貢献していきたいと思います。  

養成講習会から検定会まで県連役員の皆

様、そして全日本役員の皆様のご指導に心か

ら感謝致します。  

 

 

 

第２会場 ほおのき平スキー場（岐阜県） 
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   福島県会津高原南郷スキー場で 2014 年 3 月 25 日（火）、26 日（水）の 2 日間スキーパトロール

技術競技大会が鈴木洋一 SAJ会長を迎えて開催された。今大会は今までの大会と違い、1チーム 3名

以内とし、2 名の選手が雪上競技、室内競技を行った。全国から 17 チームが参加し、日ごろの訓練

の成果を披露した。表彰はチーム総合 3位まで、種目別 6位までとし、ロープと包帯種目においては

個人成績での表彰でした。 

宮城選抜チームの総合4連覇となるかと注目を集めていたが群馬選抜チームが各種目で上位成績を

収め宮城選抜チームの 4連覇を阻止し、優勝した。 

  大会は競い合うことばかりでなく 25 日に行われた情報交換会では研修会参加者を交えて、1 年ぶ

りの再会や初めて話す全国のパトロール仲間との交流を深め、楽しい時間を過ごした。 

 

   

 

 

１）三角巾、ロープはチーム成績で、表彰は個人成績にて行っています。 

２）総合滑降の順位で２位、４位、９位、１１位は同点のため２チームあります。 

 

次回大会は群馬県・草津国際スキー場で 2015年 3月 28日（土）、29日（日）の開催予定です。 

 

◎大会のチーム成績・個人の公式記録は全日本スキー連盟教育本部安全対策部ホームページ

（http://snowsafety.web.fc2.com/）のスキーパトロール技術競技大会から開催年の「2014」で見ら

れます。 

◎JSPA ホームページのアルバムや全日本スキー連盟安全対策部ホームページのアルバムから大会写

真が見ら.れます。 

◎第 29回スキーパトロール技術競技大会 DVD（室内・雪上競技別 2枚組、千円）を販売しています。

購入ご希望の方は、JSPAホームページの「JSPA取り扱い商品」から注文をお願いいたします。 

男 女  

順位 

Bib 

No 
チーム名 

総合成績

順位 

三角巾

順位 

ロープ

順位 

アキヤ

順位 

総合滑降

順位 

男子１ 8 群馬選抜 1 1 1 2 2 

男子２ ７ 宮城選抜Ａ 2 3 2 1 9 

男子３ 3 山形県蔵王 3 7 9 6 1 

男子４ 6 平湯温泉スキーパトロール 4 4 4 9 6 

男子５ 17 宮城選抜Ｂ 5 2 3 17 7 

男子６ 13 ばんけいスキーパトロール 7 6 8 7 14 

男子７ 9 Team Sapporo 8 12 12 8 2 

男子８ 1 南郷パトロール隊Ａ 9 13 6 12 4 

男子９ 5 青森選抜Ａ 10 10 5 16 4 

男子 10 15 青森選抜Ｂ 11 11 10 13 9 

男子 11 10 岩手選抜 12 14 13 5 13 

男子 12 4 石川選抜 13 9 11 4 17 

男子 13 14 猪苗代リゾート 14 8 17 15 8 

男子 14 16 長野県南部地方チーム 15 16 14 3 15 

男子 15 12 長野県北部地方チーム 16 17 15 10 11 

男子 16 11 南郷パトロール隊Ｂ 17 15 16 11 16 

女子１ 2 ばんけいスキーパトロール女子チーム 6 5 7 14 11 

2014年 第 29回 スキーパトロール技術競技大会 
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石川選抜 

鈴木洋一 SAJ会長 

三角巾スタート前 競技前に選手紹介 選手宣誓 

三角巾競技風景 

懇親会風景② 懇親会風景① 

ロープ競技風景① ロープ競技風景② 

雪上競技ゲレンデ アキヤボート競技風景① 

懇親会風景③ 

総合滑降：第１位～６位 アキヤボート：第１位～６位 女子第１位：ばんけい女子 

ロープ（個人）：第１位～６位 三角巾（個人）：第１位～６位 総合成績：第１位～３位 

アキヤボート競技風景② 

写真で見る技術競技大会 
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我等の仲間 
 

 

 

 

栃木県 

ハンターマウンテン 

塩原スキー場 

 

パトロール隊 

隊長 和田優二 

 

我々、ハンターマウンテン塩原スキー場は

栃木県北に位置し、山頂からは日光白根山を

始めとする日光連山と会津の山々を望むこ

とができる眺望を持ち、また最長滑走距離

3000ｍのゲレンデを持ち、豊富なコース

数・バリエーションを誇る首都圏最大級のス

キー場です。  

また、1987 年 12 月に開場して以来、山

麓から山頂まで 130 台の人口降雪機を使用

し、常に安定した雪質を提供し営業させてい

ただいております。  

コースバリエーションとしては、初心者か

ら上級者まで楽しめるレイアウトとなって

おり、スキーヤーはビギナーから基礎スキー

ヤー・競技スキーヤー、スノーボーダーでは、

ビギナーからフリースタイル・アルペンのお

客様たちが非常にうまくミックスし、それぞ

れの目的に向けて技術習得を目指したり、滑

走を楽しんだり、スノーパークでアイテムに

チャレンジしていただいております。  

 そして、上記のお客様にご満足していただ

くため、幅広いニーズに対応することを目指

し、家族連れのお客様には有料のキッズパー

クが一か所、無料のキッズ・ジュニアゲレン

デを二か所用意し、パークアイテムでは、エ  

 

 

キスパート用のハーフパイプを一か所、ビギ  

ナー用のハーフパイプを一か所ご用意し、キ

ッカーもエキスパート用・ビギナー用に分け  

てご用意いたしております。また、パークに

はレール・BOX を各種取り揃えてあり、整

備も妥協を許さずに行い、お客様に喜ばれて

います。また、競技スキーやアルペンボーダ

ーの方が心おきなく練習いただけるように、

専用のポールバーンを常設しており、こちら

のエリアも非常に根強い人気を誇っていま

す。  

さて、話を肝心のパトロール隊に戻します。

我々ハンターマウンテンパトロール隊は現

在常勤非常勤を含めると 15 名、ドクターパ

トロール 3 名を合せると 18 名で業務を行っ

ております。我々隊員が常に意識して取り組

んでいることは、お客様に「怪我をさせない

コース管理」をするということです。当スキ

ー場のコース支配人・新井和夫が我々隊員に

訴えるこのスローガンのもと、怪我の応急処

置に習熟するのはもちろんですが、日々の業

務のなかで危険箇所の規制・確認、立木・索

道支柱の安全対策、コースの段差の有無、コ

ースのフォールラインを意識したコースメ

イク、看板等の注意喚起設置を行っています。

また、ゲレンデ中央の立ち止りや座り込み、

コース外滑走の啓蒙活動に従事しておりま

す。  

 また、報告・連絡・相談、いわゆる「ホウ

レンソウ」を徹底し、いつ、どこで、誰がな

にを、どうする、なぜの 5W1H を合せ、怪

我人発生時や重要事故発生時、作業指示を行  
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い、常に迅速に判断・行動し日々の業務を行

っています。  

 それら上記の活動が功を奏し、当スキー場

のご利用者の怪我人は少なくなってきてい

ます。ただ、お客様の怪我が少なくなってき

たことを素直に喜ぶ気持ちもありますが、究

極の目標はどんな事業や作業であれ、「怪我

人 0」を目指さなければなりません。クリア

するには非常に難しい課題ではありますが、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新井コース支配人を初め、隊員一同力を合せ、 

がんばっていきたいと思います。  

 最後になりますが、同じ仕事に従事し、

日々の苦労や挫折、喜びをわかちあえる全国

のスキーパトロールの皆さまのご健勝と、ま

すますのご発展をお祈りいたし、筆を終わら

せていただきます。  

以上、ハンターマウンテン塩原スキーパト

ロール隊長和田優二でした。  
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2014 FIPS IN BIG WHITE CANADA 
 

 

 

 

 

第 19回 FIPS総会が、2014年 3月 29日から 4月 5日の 8日間、カナダ・ケロウナ・ビッグ・ホワ

イト・スノーリゾートで開催され、世界 13カ国・100名余りが参加して、参加各国のスキーパトロー

ルシステムの現状と課題や、雪上安全に関する医学・雪崩・法律・技術等のテーマごとに 1日目はレ

スキュー用品の展示会及び安全について、2日目は安全について、3日目は雪崩について、4日目は自

由行動日でスキー場ツアーを行い、5 日目は医学・法律について、6 日目は医学について講演や演習

を行った。 

 会議参加者の年齢構成は 17 歳から 85 歳と幅広く、現役パトロールはもちろん、引退パトロール、

カナダ雪崩センター、医師、弁護士と、パトロール業務に関係の深いエキスパートが一堂に会し、そ

れぞれの専門分野の立場から雪上安全について議論を深めることができた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ビックホワイトスキー場全景 

大腿骨骨折の牽引固定訓練 病院前救護の実情報告例 各国の発表の様子 

全員で記念撮影 開会式での国旗セレモニー 

プローブワークとショベリング訓練 バックボードを使った救助訓練 

 

 

レスキュー用品の展示会 

雪崩救助犬のデモ 雪崩救助犬もリフトに乗車 日本からの参加者スキーツアー 
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  第 43 回 JSPA 総会と観光の詳細が決まり

ましたので皆様の参加を、お待ちしておりま

す。  

日付：2014 年 7 月 12 日（土）～13 日（日）  

会場：ホテルリステル猪苗代  

住所：福島県耶麻郡猪苗代町川桁  

      リステルパーク  

TEL 0242-66-2233 

総会日程 

7 月 12 日（土） 

10：00～12：00 理事会  

13：00～14：30 総会受付  

13：00～14：30 地区幹事会  

15：00～16：00 総会  

16：00～17：00 特別講演  

18：00～20：00 懇親会  

20：00～22：00 ２次会  

7 月 13 日（日） 

07：00～  朝食  

09：00～  会津若松市内観光  

15：00 ホテルリステル猪苗代で解散予定  

       （帰りのバスは JR 会津若松駅と

JR 猪苗代駅を経由するので途中

下車できます）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加費 

宿泊（懇親会・フリードリンク・朝食）  

大人 1名 15,000円 

小人 1名   9,000円  

幼児 1名   6,000円  

日帰り（懇親会・フリードリンク）  

1 名   6,000 円  

会津若松市内観光（13 日観光バス・昼食）  

1 名 2,500 円（当日申込可能） 

2 次会（カラオケ・フリードリンク）  

  1 名 2,000 円（当日申込可能） 

 

※例えば、総会・懇親会に参加・宿泊し、市

内観光も参加した場合、大人 1 名 17,500 円

（2 次会別）となります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

JSPA 総会案内 
 

会津若松の鶴ヶ城  ホテルリステル猪苗代  

申込ハガキ締め切り：6 月 30 日（月）必着 

参加費払込締め切り：6 月 30 日（月）必着 

 

 

会津若松の「あかベこ」と「起き上がり小法師」 
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 2013年 8月より全日本スキー連盟の公益財団法

人移行に伴い JSPAで販売している「公認スキー

パトロール」のネームプレート表記を「（財）全

日本スキー連盟」から「（公財）全日本スキー連

盟」に変更しました。 

また取り付ける際には安全ピンとクリップが

使える金属両用クリップを採用しました。 

購入希望者は JSPAホームページの「JSPA取り

扱い商品」から注文してください。 

 

大きさ、価格は変更ありません。 

ヨコ 80ｍｍ×タテ 30ｍｍ 

公認スキーパトロール   1,700円 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

JSPA創立 45周年を前に、会員相互の連携を図

るため、ピンバッチを製作しました。会員の皆様

にはパトロールニュース第 67号と共に 1個無料

でお届けしました。スキーウェアー、帽子、ヘル

メット、ブレザー等に取り付け、パトロール活動、

研修会、競技会、総会等で仲間意識を高め、JSPA

を宣伝して頂ければと思います。 

 

なお、1個 500円にて 

販売いたしますので購入 

希望者は JSPAホームペ 

ージの「JSPA取り扱い商 

品」から注文してくださ 

い。購入は 1個から可能 

ですが、2個以上の購入に 

ご協力お願いいたします。 

 

 

   事務局よりお知らせ  事務局 e-mail : info@jspa.la.coocan.jp 
 

訃報 
顧問、前会長 

千葉 純司 さん（岩手 ６期 85歳） 

病気療養中のところ 2014年 4月 1日に、

ご逝去されました。 

JSPAの前身の公認スキーパトロール連絡

協議会発足（1971年）当初より役員を歴任さ

れ、1980年に副会長、1995 年に会長、2004

年より顧問として JSPAの発展に寄与されま

した。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

表面 

裏面 

訂正とお願い 
第 66 号パトロールニュースの「次回 JSPA

総会のお知らせ」で日程を 2014 年 7 月 13 日

～14日と案内しましたが 2014年 7月 12日～

13 日の誤りでした。誠に申し訳ございません

でした。 

第 67号パトロールニュースの総会案内（11

ページ）を参照して総会に参加をお願い致しま

す。 
 

訃報 
尾野 浩一 さん（青森 21期） 

2013 年に、ご逝去されました。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 

訃報 
本図 一統 さん（茨城 30期） 

2014 年 5月 5日、奥穂高岳山岳事故で死亡。 

謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 
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