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TAJ事業報告

　2019 年 3 月 2 日（土）～ 3 日（日）の 2 日間、白馬乗鞍スキー場（長野県小谷村）にて、TAJ 主催のフリー

ヒールスキーイベント「frie（フリーエ）2019」が開催されました。来期ニューモデル試乗会には関連メーカー

15 社、イベント 1 グループが出展。TAJ 公認指導員によるレッスン、一日体験レッスンや体験会のほか、「ス

テップソールで遊ぼう」「ポール滑走体験」などのプログラムを実施し、テレマークスキーの幅広い楽しみ方

を体験していただけたと思います。今回は「フリーエオープン」と称した技術コンテストや、ファンレース「テ

レマークスキークロス」を行いました。個性豊かなテレマークスキーヤーたちが、自分の滑りを披露し、滑

る側も見ている側も大いに盛り上がりました。参加者は 2 日間の延べ人数で 281 名。フリーエも 3 回目を終

えて、ようやく運営も軌道にのり、イベントとして形になってきたような気がしました。参加者の皆さまや、

関連メーカー様、指導員の方々から、様々なご意見もいただいておりますので、次回はもっと楽しんでいた

だけるよう、レベルアップさせていきたいと思います。

　　frie2019 終了後、準備を進めていた「frie2020」で

すが、新型コロナウィルスの拡大に伴い、開催 1 週間前

に中止が決定されました。今年の「frie2021」も準備を

重ねて参りましたが、緊急事態宣言の延長を受けて雪上

での実施は断念し、代わりにオンラインコンテンツの配

信を検討しています。ぜひ楽しみにしていてください。

f
フ リ ー エ

r ie2019会長挨拶
　2018 年度の会期終了をもって園田佳代前会長から、会長を引き継ぎました石黒（前事務局理事）です。

　2019 年度は、会長が交代した初年度でしたが、事務局を継続で兼任したことなどで、TAJ の業務が遅れ、シー

ズンの後半はコロナの拡大、フリーエの中止などで遅れた仕事の挽回ができませんでした。この場を借りて

お詫びいたします。

　今回の TAJ ニュースでは、2018 年度と 2019 年度の 2 期分のご報告をいたします。

　2018 年度の事業については、別ページにて、各部ごとに報告いたします。

　2019 年度は、新型コロナウィルスが感染拡大するなかで、実施できなかった事業がありました。3 月実施

のフリーエならびにバックカントリーの事業などを中止いたしました。これは感染症がどのようなものかわ

からなかったことがあり、参加者に十分な安全を担保できるかどうかを考えた結果でした。

　もうひとつ、2018 年度の終了で Web 担当が変わり、プロの Web デザイナーに依頼することにしました。

この TAJ ニュースも Web 上で読めるように整備し、紙面での配送を希望する方には送ることにいたしました。

　なお、会員手続きもホームページからできるよういったん変更をいたしましたが、予想していた以上に情

報整理に時間がかかるため、2020 年度にはふたたびスポーツエントリーでの手続きに戻しました。度重な

る変更で申し訳ありません。

　テレマークスキーヤーは、滑る環境、個々の志向性、使用する道具など、本当に多様性があります。そし

てテレマークスキーへの ” 愛 ” ゆえにこだわりが強いのも、この遊びの特徴と感じています。テレマークを

楽しんでいる方から TAJ へのご要望やご指摘も多く受けますが、テレマークスキーを中心にしたユーザー・

メーカー・販売店の中で広いスタンスを取りたいということは変わりません。

　広く深く皆さんと関わっていくことが理想ですが、リソースが限られるため、当面、普及活動はフリーエ

などの開催を通して、多くの方に参加いただけることを目指したいと思います。また皆さんが主催するイベ

ントであっても、後援・人材や広報の応援をすることで、関わっていこうと思います。

　現在、教育事業部では教程を作成中で、この教程を完成させることが大きな意味を持っております。この

事業は複数年で行っております。皆様にお披露目できるように議論を重ねて、準備をしております。

　かつて、レースの開催と参加が本協会の中心でありました。現在国内でのレース開催ができていない状況

ですが、粘り強くレースの普及にも力を入れたいと思います。海外レースの参加者への応援についても体制

を見直すことが課題です。

　バックカントリーについても、協会としてスキーを通じた人の交流を軸に活動を続けてまいります。

　今後も普及活動の在り方を見直しながら、感染症の広がる時代を乗り切ってまいります。みなさまのご理

解と後押しをいただければ幸いです。

1 2 日間、最高の天気のもとで行われました　2テレマークスキーの関
連ギアを試すことができるニューモデル試乗会　3「テレマークスキーク
ロス」は緩いコースで気軽に参加できました　4技術コンテスト「フリー
エオープン」は中上級者にとって絶好の ” 脚だめし” の場　5公認指導員
による「テーマ別レッスン」は毎回大人気！ 全国各地の指導員と知り合え
ます　6フリーエオープン入賞者。みなさん良い笑顔です　7雑誌でも
見かけるプロライダーの華麗な滑りは大迫力！！

（※すべて 2019 年 3 月の写真です）
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frie2021 オンラインで開催！
2021年3月6日～7日に、戸隠スキー場で

開催予定だった frie2021は、雪上イベント

を中止し、オンラインで開催いたします。

●詳細は公式サイトで！
https://www.ski-taj.org/frie/

フリーエ
プロジェクトメンバー

横尾絢子

日本テレマークスキー協会
会長

石黒 淳
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TAJ 会員の皆様、元気ですかー

2018-19 シーズンより教育事業部担当理事になりました

菅平高原テレマークスキースクールの梅原です。

まず簡単にですが、5 名の教育事業部運営委員の紹介を。

・北海道富良野、Pine Grus 松鶴健作

・青森県八甲田、水道屋さん職長 工藤幸光

・岩手県八幡平、Clubman 倉金純也

・山形県蔵王、ハイジテレマークスキースクール 永坂守

・新潟県妙高、INField 中野豊和

皆さん日本を代表するテレマークスキーヤーであり公認指

導員の大先輩ですが、優しくご指導いただき何とか 3 シー

ズン目を迎えております。

　さて教育事業部ではテレマークスキー新教程の作成と、新たな指導員の育成の 2 つを事業の柱として活動

しております。

　まずテレマークスキー新教程についてご案内いたします。

　「日本テレマークスキー教程」が 2002 年に発刊されてから約 20 年ぶりに、新教程の作成に取り組んでお

ります。スキーの進化や新しいブーツ・ビンディング規格など、テレマークスキーを取り巻く状況にも多く

の変化がありました。また以前の「日本テレマークスキー教程」は廃版になり入手困難で、テレマークスキー

の教科書なるものは現在誰もが簡単に手に取ることができない状況になっております。そういった中で新た

な教程作成を求める声が指導員の中で上がっており、2018-19 シーズンより着手しました。

　この 2 シーズン指導員研修会の各会場で一般指導員の皆さんと意見交換を行ってきました。昨シーズンは

新型コロナウイルスの影響を受けて中止となりました研修会もありましたが、今シーズンも含めて現在進行

形で進めております。今後のスケジュールとしては、2021-22 シーズンに写真・動画撮影を行い 2022 年の

秋頃に発刊をする予定です。テレマークスキーの技術体系を、テーマを決めて基礎から組み立てて、より洗

練されたターンを導いていく内容になっております。テレマークスキーのスキルアップを目指す方は必読で

すよ！もちろん現役の公認指導員や指導員を目指す方にとってのバイブルとして活用していただき、より一

層のテレマークスキーの普及に繋がれば本望です。楽しみに待っていてくださいね。

　そして教育事業部の柱のもう 1 つ、新たな指導員の育成について。

　指導員検定会は 2018-19 シーズン 12 名、2019-20 シーズン 8 名の方が受験されましたが、残念ながらこ

の 2 シーズン合格者なしです。つまり、私が教育事業部を担当してから新たな公認指導員は誕生していません。

しかし、機は熟しました。今シーズン 4 月 6・7 日新潟県妙高赤倉の指導員検定会では必ずや‥

　TAJ 会員の皆様、コロナ禍で大変なシーズンの真っ只中ではありますが、今できる事を精いっぱい頑張っ

ていきましょう。笑顔でお会いできる日を楽しみにしております。

■ 2018 ‐ 19 シーズン行事
１．運営委員研修会

2018/12/17（月）－ 18（火）菅平（役員・委員研修）

２．指導員研修会

2018/12/19（水）菅平（指導員対象）

３．指導員受験者講習会

2019/1/6（日）－ 7（月）菅平（指導員受験者対象）

４．指導員検定スキルアップ講習会

2019/2/27（水）－ 28（木）菅平（指導員受験者対象）

５．指導員研修会　2019/3/8（金）札幌国際（指導員対象）

６．検定員研修会　2019/3/9（土）札幌国際（検定員希望者）

７．テレマークスキー技術検定会

2019/3/9（土）札幌国際（一般対象）

８．指導員検定会

2019/3/18（月）－ 19（火）菅平（指導員受験者対象）

９．指導員研修会　2019/3/20（水）妙高（指導員対象）

１０．検定員研修会　2019/3/21（木）妙高（検定員希望者）

１１．テレマークスキー技術検定会　2019/3/21（木）妙高（一般対象）

１２．指導員研修会　2019/5/15（水）月山（指導員対象）

１３．運営委員研修会　2019/5/16（木）－ 17（金）月山（役員・委員研修）

■ 2019 ‐ 20 シーズン行事
１．運営委員研修会　2019/12/9（月）－ 10（火）菅平（役員・委員研修）

２．指導員研修会　2019/12/11（水）－ 12（木）菅平（指導員対象）

３．指導員受験者講習会　2019/12/24（火）－ 25（水） 菅平（指導員受験者対象）

４．指導員検定スキルアップ講習会　2019/12/24（火）-25（水）菅平（指導員受験者対象）

５．指導員研修会　2020/1/6（月）－ 7（火）妙高（指導員対象）

６．指導員検定スキルアップ講習会　2020/2/25（火）－ 26（水）菅平（指導員受験者対象）

７．指導員研修会　2020/3/9（月）－ 10（火）網張（指導員対象）　＜中止＞

８．指導員研修会　2020/3/13（金）－ 14（土）北海道（指導員対象）　＜中止＞

９．指導員検定会　2020/3/30（月）－ 31（火）菅平（指導員受験者対象）

１０．運営委員研修会　2020/4/6（月）－ 9（木）安比（役員・委員研修）

教育事業部 教育事業部担当理事

梅原和弘

2018-19 教育指導部運営委員。写真右から
梅原、倉金、工藤、中野、松鶴。
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■ 2019 ‐ 20 シーズン
● COVID-19
　シーズン行事の計画は 2019 年秋くらいから具体的に活動に入っているのですが、この頃に全国各地で大

雨による災害が発生し、関係者も被災されるなど多難な始動となりました。しかしまさか、この新型コロナ

ウイルスによる社会全体の活動制限がここまでの規模になるとは、まったく予想も想像もできませんでした。

2 月末以降の当協会行事はほぼ中止となり、主催のイベント「フリーエ」も中止せざるを得ませんでした。

●公認レース
　このシーズンの振り返りこそ、絶対にお詫びから始めないぞ！と心に期するものがありましたが…結果か

らすれば今シーズンも公認レースを開催できずに終了してしまいました。

　今シーズンは、イベント「フリーエ」内のコンテンツとして公認レース「フリーエカップ」を企画して

おりました。会場はバリバリ ( カリカリ？ ) のレースの名門「戸隠スキー場」。ゲレンデボトムでも標高

1300m の北斜面が参加者を迎え撃つはずでした。タグホイヤーのスキータイミングシステムが、参加者のス

キー技術の優劣を 1/100 秒単位で評価するはずでした。上位入賞者には栄誉が、参加者全員には素敵な景品

が手渡され、全員が来年の目標を実感できるはずでしたが…前述のとおり中止となりました。次回の「フリー

エ」では公認レースを実施する予定ですので、皆さまもぜひ計画に入れておいてください。

●選手強化・国際レースプロジェクト
　2019 年 12 月 30 日から 1 月 2 日にかけて、またまた北海道で合

宿をおこないました。今回は今まででいちばん小雪だったように思い

ます。毎日ゲレンデの状態を見ながらあっちに行ったりこっちに来た

り、例年のカムイスキーリンクス以外では新十津川そっち岳スキー場

も利用させていただきました。

　今回は毎度おなじみ穴田玖舟、廣瀬航平、堀田的希の 3 選手に加え、

社会人の加藤大貴選手と高校生の関翔太選手が初参加し、合宿期間前

後の期間も含めて ( ない雪を求めつつ ) 積極的に滑り込みました。結果、

前年から参加している 3 名 ( 穴田、廣瀬、堀田 ) に加え国内レース経

験も豊富な加藤選手を選考しました。毎回ですが、快くご協力いただいているホロウフィールド穴田様およ

び teamBG8 様には感謝以外にありません。聡子さんのおせち料理を食べ続けることすでに 5 年です！

　このシーズンは、3 月に SUI の 2 会場で行われるワールドカップに前述の 4 選手が出場すべく準備を進め

ていました。各選手、特に社会人の 3 選手 ( 加藤、廣瀬、堀田 ) は毎週毎週本州の少ない雪のなか、ゲートトレー

ニングできる環境を求めて右往左往しながら滑走量を確保していました ( みんなすごかったね！ )。

　このような事前準備も結果的には出国前日にすべてのレースがキャンセルとなり、今シーズンは強制終了

となりました。選手にとっては非常につらく残念な結果となり、また遠征の可否に関して相談されていた自

分にとっても、果たして適切な判断をしていたのだろうかと自問するところです。アルペンも含め国内外の

FIS レースは 3 月以降ほぼすべてキャンセルとなり、前例のない ( であろう ) 異常なシーズン終盤になりまし

た。選手にとっては目標が立てにくい、つらい状況ではありますが、「テレマークスキーを愛し、選手として

の正義を全うし、一生懸命努力」していただきたいと思います。

■ 2018 ‐ 19 シーズン
●公認レース
　このシーズンの振り返りも結局またお詫びから始めなければいけないのですが、2018-2019 シーズン唯一

の公認レースとして計画していた「WingCup」（菅平高原スノーリゾート・長野）は、前年に引き続き中止

いたしました。昨年から開催できていないこともあり大会コースの確保の交渉もままならず、皆さまの期待

にお答えできず申し訳ありませんでした。

●行事
　2019 年 3 月 2 日～ 3 日は、当協会が主催したイベント「フリーエ」（会場：白馬乗鞍スキー場・長野）が

開催され、例年通りレース部主催によるポール滑走体験会を行いました。今回は土曜のみ体験会を実施し、

日曜日はスキー場に特設されていたスキークロスコースにてファンレース「テレマークスキークロス」を行い、

大勢の参加者に集まっていただきました。スタート係（私です）の主観でのハンディキャップレースでしたが、

楽しんでいただけたと思っております。

●選手強化・国際レースプロジェクト
　すっかり定番化したと思っておりますが（自宅で過ごすことのない正月は何回目か…）、2018 年 12 月 30

日から年越し 2019 年 1 月 2 日にかけて、カムイスキーリンクス（北海道）にて選手強化および選考を目的

とした合宿をおこないました。穴田玖舟、西村輝、廣瀬航平、堀田的希の 4 選手が精力的にトレーニングを

こなし、無事 4 名全員を選考することができました。ただし残念でしたが堀田選手は辞退され、来年に再度

挑戦されることとなりました。

　なお今回の合宿には旭川市スポーツ課様よりスポーツドリンクの差し入れをいただきました。岩渕さんあ

りがとうございました。

　このシーズンは、Krvavec（SLO）でおこなわれたジュニアカテゴリの世界選手権パラレルスプリント競技

において、穴田玖舟選手が 4 位に入る大健闘を見せてくれました！　日本人選手が世界の舞台で活躍するこ

とができることを久しぶりに確認できた、大変すばらしいレースでした。この会場でのレースには西村輝、

廣瀬航平の両選手も出場し、ライブストリーム画面越しに攻めの滑りを披露してくれていました。この 2 人

は強力なコアメンバーとしてジャパンチームを支えてくれています。

　穴田選手はさらにこの後 3 月に Rjukan（NOR）の世界選手権へ単身参加し、上位入賞を狙い積極的なレー

ス展開を見せてくれました。

　合宿は今回もホロウフィールド（北海道砂川市）の穴田様および teamBG8 様に全面的にご協力いただきま

した。聡子さんいつもおいしい食事をありがとうございます！

レース部 レース部担当理事

渡 龍児

写真右から穴田玖舟選手、廣瀬航平選手、関翔
太選手、加藤大貴選手、堀田的希選手、渡龍児
理事
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テレマークスキーの選手として、世界の舞台で戦う廣瀬選手
に、普段のトレーニングや海外レースについてお伺いしました

—今年の出場レース予定をおしえてください
去年はスイス遠征が決まっていたのですが、新型コロナウィルスの関係で、出発前日にキャンセルに

なりました。今年はコロナの関係で未確定な部分もあるんですけど、３月前半にスイスで開催される

ワールドカップに出場する予定です。

—どんなトレーニングをしていますか？
　冬場だけでなく、夏場から走り込みなどのトレーニングをして体作りをしています。滋賀県在住で

琵琶湖が近いので、土日は地元のヨットクラブでバランス感覚を鍛えたりもしました。ケガの防止と

いう意味でも、夏場からしっかりトレーニングをしています。あとは、スキーって瞬発力が重要なスポー

ツなので、ジャンプを多く取り入れたトレーニングを増やすようにしています。走っている時にジャ

ンプしたり、坂道を全速力で駆け上がったりしています。

—トレーニングで意識していることは？
　大会と同じくらい集中してトレーニングをしようと意

識しています。できるだけ大会と同じような気持ちで、

特に「朝の最初の１本」を大切にしています。何本も滑

ればうまくなりますが、やっぱり大会は１本勝負なので、

１本目をどのくらい大会と同じようにもっていけるかが

大切なんじゃないかと思っています。

—テレマークで強い国はどこですか？
　スイス、フランス、ノルウェーです。あとドイツとか。各国で滑

りが違っていて、クロスカントリーの国でもあるノルウェーは平地

でのスピードに長けているし、スイスとフランスは滑り方がすごく

綺麗だと思います。ドイツとフランスは若手の選手が多くて、国を

挙げての組織作りがきちんとできているように見受けられます。逆

にスイスは若手よりもベテラン勢のほうが若干強いですね。

　でも、一昨年のスロベニア大会では出場した日本人選手３名全員

がポイントを取得し、ジュニアの世界選手権でも穴田選手が４位を

取ったので、日本もギリギリではありますが世界の舞台で戦えてい

るというように感じています。

—練習環境の違いはありますか？
　強い国は、やはり日本よりは練習環境が整っていると思います。

日本でも、北海道はおそらくいちばん良い環境で、カムイスキーリ

ンクスでは旗を 40 旗門くらい立てられて、１分以上のコースを設定することができるんです。本州に

なると、長野でも 20 旗門立つか立たないかくらいなので、やっぱり滑る距離も短いです。

　雪の違いも大きいです。日本と違って海外は基本的にはアイスバーン。日本みたいに湿雪、柔らか

い雪ではないですよね。海外遠征して練習できればもちろんいいですけど、そうそう行けないので、

ぼくは週末に片道５時間半かけて、長野の菅平で練習しています。金曜日の夜に滋賀を出て、土曜日

は車で 1 ～ 2 時間仮眠をとり、トレーニングするというのが日課になっています（笑）。

—今シーズンの目標を教えてください。
　30 位以内に入るとワールドカップポイントがもらえるのですが、いつも 30 位に入れるか入れない

かギリギリのところなので、今年はコンスタントに、どんな状況でも 30 位に入れるようにトレーニン

グをしていきたいなと思いますね。いくつもレースに出られる訳ではないのですが、たとえ１戦でも

しっかり戦ってポイントを獲得したいと思っています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（終）

廣瀬航平 選手

テレマークスキーワールドカップ出場

Sp
eci

al 
Int

erv
iew

上／ワールドカップの会場風景。会場の
熱気が伝わってくるようだ　下／コース
インスペクションを行う選手たち。頭の
なかで何度も勝利のラインを描いている
ところだろう

ひろせ・こうへい　／　1992 年 7 月 12 日生まれ、滋賀県在住。
小学校からアルペンスキーを始め、高校生の時は滋賀県代表としてイ
ンターハイや国体に出場。高校 3 年の時に、テレマークスキーが得意
な父親の指導の元、興味本位でテレマークスキーを始める。大学 1 年
のときに父親に連れられて、志賀高原の焼額山で行われたテレマーク
レースに初参加。当時ワールドカップに出場していた久田選手やレー
ス部の渡さんの滑りを見て、迫力のある滑りに魅了され、テレマーク
選手になりたいと思うようになる。日本代表選手になって 5 年目。自
分の成績だけではなく、北海道の穴田選手、富山の堀田選手、岐阜の

加藤選手含めた日本代表選手全員がワールドカップで活躍できるよう、
大会の手配等を含め、各選手を支えているチームジャパンの屋台骨。
● 2017 年・ノルウェー　Rjukan  　
　　スプリント　 30 位（ワールドカップポイント取得）
● 2018 年・ノルウェー　Rjukan  　　　　 
　　パラレルスプリント　　予選通過（ワールドカップポイント取得）
● 2019 年・ スロベニア　Krvavec
　　クラシック　26 位（ワールドカップポイント 5 ポイント取得）
　　スプリント　29 位（ワールドカップポイント 2 ポイント取得）

pro
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2019-20 シーズンまで、TAJ バックカントリー部を担当しておりました。

随分と報告が遅くなってしまいましたが記憶の断片を整理してお伝えしたいと思います。

■ TAJ 初滑りミーティング

（2018/12/16）
この時の札幌国際スキー場は意外と良いコンディションでとても

滑りやすいものでした。参加者は昼の部と夜の部共に 20 名とな

り皆様久しぶりにそれぞれの再会を楽しまれていました。

人・雪・板・テレマークターンなどなど、との再会。春になり雪

が消えて封印した様々な感覚が蘇ることはとても新鮮で興奮に満

ち溢れています。夜はその高ぶりをそのままサッポロッジ持ち込

んで乾杯！春に芽吹く花のように私達は冬に活性化する生物のよ

うですね。美味しいお酒とテレマークの話はいつまでも続くので

ありました。

　残念ながら 2020-21 の今シーズンは今も大変な事態が続いてい

て、このような集まりが難しくなっています。いつかまた安心し

て暮らせる社会が戻ってくることを願うばかりです。

■ TAJ バックカントリーミーティング in 三段山

（2019/5/11-12）
　毎年恒例の春のバックカントリーツアーを旧白銀荘ベースで行

なっております。総勢 10 名ほどのパーティーとなり賑やかなツ

アーとなりました。

　シーズンを通じて沢山の滑り手が訪れる上富良野町白銀荘の三

段山登山口。GW 明けともなれば人もまばら。のんびりゆっくり

と春の三段山を楽しみます。斜面もメロウなオープンが多くテレ

マークスキーには相性バッチリ。夜は上富良野名物の豚サガリを

焼きながら、進むお酒と滑りの話。由緒ある山小屋で薪ストーブの煙の匂いに包まれて雑魚寝をすると明日

の青空が夢に出てきそうです。少し早起きをして山がガスに包まれる前に朝の太陽と青空をゲット！山頂付

近からのドロップが忘れられない１本となりました。

バックカントリー部 バックカントリー部
担当理事
餌取 浩

Colu
mn

TAJ 事業報告

韓国テレマークスキーヤー
との交流 TAJ 教育事業部運営委員

松鶴健作

　2019 年 12 月 19 日～ 20 日、韓国テレマークスキー協会と

の交流事業が行われました。

　今回は、韓国テレマークスキー協会より、資格検定制度や技

術論的なものを始め、いろいろ情報交換したいというご要望を

いただき、交流事業を行うこととなりました。

　19 日は、韓国テレマークスキー協会総勢 16 名と、日本テレ

マークスキー協会（以下 TAJ）より石黒淳会長、古市竜太指導員、

森田幸一郎指導員が参加し、テイネハイランドスキー場にて一

緒にフリースキーを楽しみながら雪上で情報意見交換。その後、

札幌市内で会食会があり松鶴健作も加わりました。

　20 日は札幌国際スキー場にて、1 班（韓国のスキー学校教

師の方が多い班）、2 班（一般テレマーカー班）に分けて、森

田指導員と松鶴にて 1DAY レッスンをさせていただきました。

指導員試験や技術検定の内容なども紹介し、雪上ディスカッ

ションも入れつつ、充実した滑走となりました。教師チームには技術検定も受験していただいたりと、

TAJ の取り組みについて理解していただいた部分も多いと思っております。

　韓国テレマークスキー協会自体は、発足してからの時間はまだ浅いようです。テレマークスキース

クールや資格や検定の制度が整っておらず、今後いろいろ整備していきたいことで、そのために情報

交換や交流を希望されていました。参加されていた皆さんがとても積極的にコミュニケーションを取

ろうとされており、技術的な要素から、指導法に関しても真剣に話を聞いていただき、また、日本に

おけるテレマークスキーの状況についても興味を持っていらっしゃるようでした。韓国テレマークス

キー協会は、これから成熟していく組織だと思いますが、今回ご参加のメンバーの方々は、情報交換

しながら日本でテレマークスキーをすることをとても楽しんでおり、今回の交流が、今後の協会発展

の何らかのきっかけになってもらえればと願うところです。

　TAJ にとっても、このような他国間との国際交流は有意義で、そこで得られた技術や情報やつなが

りは、我々テレマーカーにとってもテレマークスキーへの興味を深めることや楽しみ方を広げるきっ

かけになるものと感じます。テレマークスキーは、ヒールフリーであるとともにソウルフリーなスポー

ツです。現在、テレマークスキーを楽しむために、使用するマテリアルやフィールドに至るまで、選

択肢が様々あります。テレマークスキーに出会うタイミングや環境、趣味趣向によって、人それぞれ

の選択ができ、楽しめる魅力があります。今回の交流事業が、今後、より多くのテレマーカーのつな

がりを作り、テレマークスキーの魅力発信の一助になればと思うのでした。



1312

Colu
mn 日々

　是
　指導員NTN で新しい景色が

見えてくる！

＊

江戸原大輔
軽井沢スキー学校

TAJ 公認指導員

＊ NTN ＝ New Telemark Norm。テレマークスキーのビンディング規格のひとつ。

　TAJ 公認校、軽井沢スキー学校のテレ

マークインストラクター、江戸原大輔です。

皆さん、　コロナ禍の中で思い切りかか

とを挙げられなかった 2021, どんな Free 

Heel Life をお過ごしだったでしょうか？

　今回は僕の所属している軽井沢スキー学

校の紹介と NTN とそのスペシャルレッス

ンのお話をしたいと思います。当校の所在

地は首都圏から抜群のアクセスを誇る軽井

沢プリンスホテルスキー場、人工雪で固～

いバーンが有名です。

　「ゲレンデはかっこよく、山は安全第一

に」、「楽しく、安全に、確実に」、をモットー

にテレマークスキーを一緒に楽しんでいた

だければと日々かかとを上げて滑走してお

ります。

　当校では通常のレッスンとは別に NTN

に特化したレッスンを定期的に行っていま

す。僕自身は 75mm からテレマークライ

フを始めましたが、好奇心と「ノリ」とタ

イミングで指導員受験１年前から NTN に乗り換えました。はい、当然ですが、実は最初は全く乗れな

かったのです！　当時は試行錯誤を繰り返して滑りを修正し、なんとか必要とされている運動要素を

表現できるようになりました。

僕と一緒で多くの皆様が NTN への乗り換え時に苦労されていると思い、このレッスンを開始しました。

もちろん NTN を試すチャンスも少ないので当校でもレンタルをご用意しています。

　NTN はまだ過渡期とも思えますが、雪山でもゲレンデでもかなり多くなってきましたね！　若いラ

イダーさんはもちろんですが、ヴェテランの方々が乗り換えている印象もあります。多分、軽さや手

軽な脱着も要因と思います。道具によって多様な遊び方が出来るのがテレマークスキーです。もちろ

ん NTN はちょっと、、、という方もいらっしゃると思います

が、最近は選択肢も豊富になってきて、今まで皆さんが見て

いた雪山の景色と同様に楽しめますし、もしかしたらそれ以

上の素敵な思い出が出来る道具にもなると思っています。

　現在はざっくりと２種類程のカテゴリーがあります。元祖

New Telemark Norm の Rottefella、22Design などの先端の

コバを入れて本体から土踏まずの部分でブーツを固定するタ

イプと、2 ピン（テックビンディングのコバ）の軽量な山向

けのタイプです。

　

　つま先をコバに入れるタイプの特徴としては、縦横方向へ

の剛性の強さと、ステップイン式による簡単脱着が挙げられ

ます。剛性の強さは板への加重のダイレクト感、その恩恵は

特にハードバーンや悪雪時のコントロール性能の向上につな

がります。しっかりとターンに必要な迎え角を作りやすく、

加重を雪面に伝えられる事で推進力をより効率的に得られる

滑走方法につながります。

　いっぽう、2pin タイプ（テックビン・コバ）の最大の魅

力は軽量さとスムーズな可動部の動きです。75mm にも似ている動きと相まって、ツーリング、雪山

の旅にもピッタリです。脱着はちょっとだけコツが必要ですが、ドロップ前の斜度がキツい局面でも

パパッと履けるというメリットがあります。

　当校のレンタルは全て NTN で、初めてテレマークスキーのハードルを下げてくれる要因にもなって

います。レッスンをしていてよく「NTN の最大の魅力は？」とお客様に聞かれますが、即答で「軽さ

や剛性を武器に、乗りこなす事でご自身のリミットが上がります！」という説明をします。滑走もス

タミナのリミットも NTN の特性で上がりますし、　実際に NTN で滑りが変わったお客様もたくさんい

らっしゃいます！

　さて、私たち TAJ 指導員、公認校は、愛好者の皆さんに新しい景色をみていただくお手伝いをして

います。確かな基礎技術を身につけて、純白の雪山、里山にシュプールを一緒に描きませんか。当校では、

これからゲレンデ、バックカントリー、サイドカントリーなどを目指す方も基礎滑走技術をしっかり

学んでいただけて、変化の多い雪山での滑走に活かせるカリキュラムをご用意しております。もちろ

ん NTN だけでなく、細板革靴、75mm と幅広くテレマークを楽しみたい皆様をお待ちしております。

えどはら・だいすけ　／　軽井沢スキー学校所属　TAJ 公認指導員
幼年期、小中学校を菅平高原で育ちスキー通学を通し野山を滑りながら競
技スキーを中心に育つ。もっと自由なスキーを求めて Heel Free の世界へ
とのめり込み、ゲレンデ滑走からバックカントリー、BC クロカンまで幅
広く活動している。
＜使用マテリアル＞ Movement Ski、Madshus、K2、 Crispi、Rottefella、 
Bishop BMF-3、Julbo、Kizaki、B+ インソール
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2020-21 年間行事一覧

TAJ 事業報告

2020 年度 TAJ 組織図

日時 イベント名 場所 主催 対象

2021/3/6 ～ 3/7 フリーエ 2021 長野県・戸隠スキー場 TAJ 一般

2021/3/6 ～ 3/7 レベル 4 検定会 シャルマン火打
or ロッテアライ 教育事業部 一般

2020/12/17 ～ 18 指導員検定受験者講習会
指導員検定スキルアップ講習会 長野県・菅平高原 教育事業部 指導員受験

者

2021/03/01 ～ 02 指導員検定スキルアップ講習会 新潟県・妙高 教育事業部 指導員受験
者

2021/04/06 ～ 07 指導員検定会 新潟県・妙高 教育事業部 指導員受験
者

2020/12/07 ～ 09 運営委員研修会 北海道・札幌国際スキー場 教育事業部 委員・役員

2020/12/10 ～ 11 指導員研修会 北海道・札幌国際スキー場 教育事業部 公認指導員

2021/01/06 ～ 07 指導員研修会 岩手県・網張高原 教育事業部 公認指導員

2021/04/04 ～ 05 指導員研修会 新潟県・妙高 教育事業部 公認指導員

2021/03/27 ～ 28 バックカントリーイベント
春の会津駒ケ岳を滑ろう 長野県・栂池スキー場 Quatre Saisons（キャト

ルセゾン） 一般

2020/12/26 ～ 3/31
＊毎日開催 ツアーを楽しくするテレマークスキーレッスン 長野県・戸隠スキー場 木風舎 一般

2020/12/20 シーズンインキャンプ 長野県・栂池スキー場 Quatre Saisons（キャト
ルセゾン） 一般

2021/01/16  第 9 回テレマークレッスン会 長野県・松本市
mt. 乗鞍スノーリゾート てるま～く 一般

2021/03/28 レベル４検定会　ニセコ 北海道・ニセコヒラフ
ニセコヒラフテレマーク
スキースクール・イメー
ジワークス

一般

技術検定

TAJ 公認指導員を目指す方向け

公認指導員資格更新のための研修会

バックカントリーイベント

公認校イベント

※イベントの詳細は TAJ ホームページをご確認ください
https://www.ski-taj.org/event/

理事会
中野豊和
橋谷水樹
梅原和弘
黒川春水
古市竜太
江戸原大輔
石黒 淳

教育事業部
梅原和弘

監事
柴田俊一

会計
八幡久康

イベント事業部
フリーエ：黒川春水
バックカントリー：古市竜太

運営委員
松鶴健作
工藤幸光
永坂 守
中野豊和
倉金純也

フリーエ実行委員会

レース部
（代行　石黒淳）

広報担当
江戸原大輔

事務局
橋谷水樹

（黒川春水）

公認校・検定事務局
中野豊和

国際部
（代行　石黒淳）

委員
渡 龍児

FIS 委員
渡 龍児

会長
石黒 淳

2019 年度会計報告2018 年度会計報告

資産の部
機首残高 期末残高 増減 記事

現金 ¥775 ¥0 ¥-775
預金 ゆうちょ1（フリーエ） ¥37,492 ¥591,737 ¥554,245

ゆうちょ2 ¥413,231 ¥0 ¥-413,231 口座解約済
JNBメイン ¥6,103,021 ¥3,674,670 ¥-2,428,351
JNB保険口 ¥249,203 ¥508,466 ¥259,263

未収金 ¥0 ¥23,500 ¥23,500 検定認定料5件分
合計 ¥6,803,722 ¥4,798,373 ¥-2,005,349

繰越し金
前期からの繰越 次期への繰越 増減 記事

1 ¥6,803,722 ¥4,774,873 ¥-2,028,849 前期比30％減少

収入の部
（参考）前期 今期 増減 記事

2 ¥1,881,210 ¥1,674,000 ¥-207,210 会員数減少
3 ¥342,000 ¥330,000 ¥-12,000
4 ¥57,000 ¥520,176 ¥463,176
5 ¥560,000 ¥-104,477 ¥-664,477 フリーエ中止による赤字
6 ¥534,390 ¥0 ¥-534,390
7 ¥144,092 ¥259,295 ¥115,203

¥3,518,692 ¥2,678,994 ¥-839,698

支出の部
（参考）前期 今期 増減 記事

8 ¥47,714 ¥62,790 ¥15,076
9 ¥2,568,974 ¥3,636,999 ¥1,068,025 昨年から42%増加
10 ¥1,003,137 ¥0 ¥-1,003,137
11 ¥72,136 ¥981,200 ¥909,064 外注化による大幅増
12 ¥280,000 ¥9,596 ¥-270,404
13 ¥11,063 ¥17,262 ¥6,199

¥3,983,024 ¥4,707,847 ¥724,823

収支計算
（参考）前期 今期 増減 記事

¥3,518,692 ¥2,678,994 ¥-839,698
¥3,983,024 ¥4,707,847 ¥724,823 収入の１.75倍の支出
¥-464,332 ¥-2,028,853

特記事項

監査報告

2020年　6　月　22　日
会計監査

柴田　俊一 印

合計

項目

日本テレマークスキー協会　会計報告
（2019年11月1日〜2020年5月31日）

　2019年度日本テレマークスキー協会会計を以下の通り報告いたします。

項目
繰越金

日本テレマークスキー協会の2019年度（2019年11月1日から2020年5月31日迄）決算収支について、会計監査の結果上記会計報告が正確、且つ間
違いのないことを認めます。

イベント収入

項目
収入
支出

行事補助費
雑収入
合計

印刷費
活動費精算

収支

項目
年会費/登録料/公認料

スポンサー
講習料/検定料

　2018年度決算の締めが10月31日まで遅延したため、今期は会計期間が短縮されている。

行事補助費
HP管理
通信費
雑支出

柴
田
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ニセコ ニセコヒラフテレマークスキースクール・イメー
ジワークス 検定実施校 森田幸一郎 0136-44-1179

ニセコ ニセコヒラフテレマークスキースクール・コヨーテ 古市竜太 0136-23-4555

ニセコ ニセコヒラフテレマークスキースクール・トイル 高梨　穣 0136-21-4055

南ふらの Pine Grus 検定実施校 松鶴健作 0167-55-2120

蔵王ライザワールド ハイジテレマークスキースクール 検定実施校 永坂　守 023-679-2042

東京都 テレマークスキースクールさくら 塙　ひろみ 03-3894-2771

妙高赤倉 インフィールド 中野豊和 0255-87-2860

妙高赤倉 妙高バックカントリースキースクール 検定実施校 小笠原永峰 0255-87-2392

グランスノー奥伊吹 ブロッサムスキースノーボードスクール 検定実施校 塩見哲大 0749-59-0313

ハチ北高原スキー場 三浦雄一郎＆スノードルフィンスキースクール　
ハチ北 杉原　整 0796-96-0204

おんたけ おんたけテレマーク 検定実施校 田中ヒロシ 0264-48-2777

富士見パノラマリゾート 里山テレマークスキー倶楽部 検定実施校 里吉聡典 090-8800-4993

戸隠スキー場 木 風舎 検定実施校 橋谷　晃 03-3398-2666

奥志賀高原 杉山スキー＆スノースポーツスクール 山本直樹 03-3562-5988

志賀高原・熊の湯 ダイアモンドダスト 黒川春水 090-2240-5694

乗鞍高原 てるま～く 野村輝公 0263-92-7832

白馬乗鞍 FT（フォークテイル）テレマークスキースクール 検定実施校 鈴木重孝 0261-82-2129

栂池高原 QuatreSaisons（キャトルセゾン） 検定実施校 園田佳代 090-3045-7897

菅平高原 菅平高原テレマークスキースクール 検定実施校 梅原和弘 090-8059-9654

白馬さのさか Schneeberg テレマーク＆アルペンスキースクール 検定実施校 廻谷和永 070-0580-0145

軽井沢プリンスホテル
スキー場 軽井沢スキー学校 検定実施校 江戸原大輔 0267-42-1850

TAJ 公認校一覧

会費納入のお願い

TAJ 規定について
今年度の規定の改訂はありません。
現在の TAJ 規定についてはホームページをご参照ください。
経費規定の細則をただいま作業中です。今年度より新たな経費規定
のもと、大切な会費の運用を務めてまいります。

2020 年度の会費納入をお願いいたします。

【継続】2000 円／名・年間

【再入会】4000 円
　　　　（再入会費 2000 円＋年会費 2000 円）

【新規入会】4000 円
　　　　（入会費 2000 円＋年会費 2000 円）

TAJnews
TAJ 日本テレマークスキー協会会員会員誌（非売品）
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