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2020-2021 シーズンを終えて

2019 年 10 月に &tomoka を発足してから 1 年 8 ヶ月が経ちました。
スノーボードキッズ / 五輪選手育成事業に共感・賛同し寄付をしてくださった皆様に
心から感謝申し上げます。

おかげさまでウィンタースポーツ活性化、国内外における練習環境の提供、
そして町民の健康促進活動を実施することができました。
皆様からの寄付金は東川町民だけでなく、東川町を起点とする
未来ある全国のアスリートにも還元することができました。

国内では年間通じて陸上トレーニングもしくは雪上トレーニングを
週に 2~3 回実施しました。海外では前スイス / オーストリアチームの
ヘッドコーチを務めたコーチ陣がサポートをし、11 月から 3 月までの
充実した練習環境の提供と、ヨーロッパカップを始め
ワールドカップの大会サポートをも継続的に行うことができました。

またアスリートのみならず、子供たちから年配の方達に
自然やスポーツに触れることの大切さを伝え、
そこから多くのことを学ぶ場を設けることができました。
町内のトレーニングジムを充実させ、
運動が健康への最大の良薬であるということを伝える場も
多く設けることができました。

スノーボード育成プロジェクトを充実させたい、
そんな思いからスタートしたプロジェクトではありますが、
スノーボードを原点としながら、多くの事業を展開することができています。
今後もさらに新しい取り組みに挑戦し、東川町から日本の未来が変わる、
そんな町づくりを志していきたいと思います。

東川町を起点とし、いつの日か日本そして世界に貢献できる人材育成に
繋げていけるよう、今後も精進して参ります。
ふるさと納税をしてくださった皆さま、心からありがとうございます。

竹内智香
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2020-2021 シーズン活動内容
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2020 年 11 月　EUトレーニング（8日間）
2020 年 12 月　EUトレーニング（7日間）
2021 年 1月　   EU トレーニング（17 日間）
2020 年 2月　   EU トレーニング（20 日間）
2020 年 3月　   EU トレーニング（17 日間）

＊EUトレーニングは [We Ride Academy] と提携し、スイス／オーストリア／日本代表コーチを歴任した
Ingemar Walder コーチの指導・大会サポートを受けることができました。
選手によってワールドカップ・世界選手権に派遣される選手、ヨーロッパカップへの出場を目的とする
選手、それぞれの取り組み方、ルーティンに寄り添う形でサポートを行なっていただきました。

＊オフトレ会は東川町内の体育館施設を利用し、球技やアジリティを中心に楽しく体を動かしながら
運動能力の向上を目指しました。雪上練習会は東川町キャンモアスキービレッジ、冬休み・春休みの
練習会は富良野スキー場にて、それぞれのレベルや目的に合わせたトレーニングを実施しました。
コロナ禍の影響もあり、思うようにトレーニング会を実施出来なかった月もありましたが、子供たち
が元気に体を動かし活動する場を継続して用意することが出来ました。

2020 年 7月　  オフトレ会（４回）
2020 年 8月　  オフトレ会（４回）
2020 年 9月　  オフトレ会（４回）
2020 年 10 月　オフトレ会（４回）
2020 年 11 月　オフトレ会（３回）
2020 年 12 月　オフトレ会（２回）
　　　　　　　雪上練習会（２回）
2021 年 1月　  冬休み雪上練習会（６回）
　　　　　　    雪上練習会（ナイター／４回）
　　　　　　    雪上練習会（日中／２回）
2021 年 2月　  雪上練習会（ナイター／４回）
　　　　　　　大会サポート（JSBA 北海道地区予選）
2021 年 3月　  雪上練習会（ナイター／４回）
　　　　　　    春休み雪上練習会（４回）
2021 年 4月　  オフトレ会（１回）
　　　　　　    春休み雪上練習会（４回）
2021 年 5月　  オフトレ会（２回）
2021 年 6月　  オフトレ会（４回予定）　  
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&tomoka 会員の主な大会成績（一部）
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神野慎之介さん　ワールドカップ　Berchtesgarden 大会　PSL　15 位

　　　　　　　　世界選手権　Rogla 大会　PGS　24 位

斯波正樹さん　　ヨーロッパカップ　Lenzerheide 大会　PSL　3位

　　　　　　　　世界選手権　Rogla 大会　PGS　34 位

佐藤江峰さん　　ヨーロッパカップ　Simonhoehe 大会　PGS　10 位

　　　　　　　　世界選手権　Rogla 大会　PGS　21 位
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前田紗美さん　

　　　　　　　

高橋空果さん　

鴨部詩音さん　

　　　　　　　

地下綾音さん　

　　　　　　　 

七崎凛帆さん　 

　　　　　　　

住永翔吾さん　

　　　　　　　

合歓垣想太さん

　　　　　　　

河村佑一郎さん

 　　　　　　　

上村恭介さん　

　　　　　　　 

FIS 北海道選手権　GS　3位

FIS 全日本選手権　PGS　4位

FIS 北海道選手権　GS　5位

FIS 北海道選手権　GS　7位

PSA SpeedGames 戸隠高原　GS　5位

FIS 北海道選手権　GS　8位

JSBA 全日本スノーボード選手権　オープン女子　GS　4位

JSBA 全日本スノーボード選手権　U-15 女子　DU　優勝

SAJ 北海道選手権　中学生以上女子　優勝

JSBA 全日本スノーボード選手権　U-15 男子　DU　優勝

JSBA 全日本スノーボード選手権　U-15 男子　GS　優勝

JSBA 全日本スノーボード選手権　U-15 男子　SL　準優勝

SAJ 北海道選手権　中学生以上男子　準優勝

JSBA 全日本スノーボード選手権北海道地区大会　オープン男子　GS　優勝

JSBA 全日本スノーボード選手権北海道地区大会　オープン男子　SL　優勝

SAJ 北海道選手権　中学生以上男子　4位

JSBA 全日本スノーボード選手権北海道地区大会　U-15 男子　GS　3位
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&tomoka ゆきのね奨楽金事業

&tomoka と東川町、そして北海道日本ハムファイターズ「ゆきのね奨楽金」事業のご協力の下、アルペン
スノーボード未経験の小学生を対象とした「アルペンスノーボード体験レッスン」を実施しました。
今季で３回目となり、１回目・２回目にはリシャールミルジャパン様のサポートによるチャリティを兼ね
レッスンで成長した姿のお披露目会のような形で、初心者から本格的ジュニアレーサーまでさまざまなレ
ベルの子供たちが集まったプチレースも開催し、大変好評を得ていましたが、今季についてはコロナ禍に
よる影響を考え、イベント自体を自粛し、レッスンについても出来る限り少人数での開催や人が集まらな
いように実施する形を取らざるを得ない事態となり、非常に残念ではありましたが、子供たちをはじめと
する関係各所への安全を考慮し熟考した結果であり、受け入れるしかありませんでした。

この取り組みによってアルペンスノーボードをはじめ
とするスポーツの楽しさを感じてもらった子供たちが
増え、アスリートとして駆け出してもらうキッカケに
なる以外にも、スポーツを通じて健康寿命を伸ばし、
生涯を通してスポーツ、人生を楽しめる体づくりの手
助けとなるれるように、これからもこの活動を続けて
いきたいと考えています。

&tomoka 会員からの感想

夏のトレーニングは楽しみながら冬に繋がるよう
なトレーニングや体力作りが出来たので良かった
です。冬はスキーがあってあまりスノーボードの
練習に行けなかったけど、行った時はゲートを滑
ってわかりやすくコーチングしてもらえて良かっ
たです。来シーズンもよろしくお願いします。

中学２年　男子（東川町）

今年はケガをしてあまり練習できなかったけど、
夏のトレーニングでバドミントンや色々な運動が
できて楽しかったです。
来年はケガしないでスノーボードにたくさんのり
たいです。

小学２年　男子（東川町）


