
NO 行事名 事　業 目的 日　程 会場

スキー指導者養成講習会 理論　1 2017/10/14(土)　9:30受付 未定

スキー指導者養成講習会 理論　2 2017/10/22(日)　9:30受付 未定

スキー指導者養成講習会 理論　3 2017/11/11(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

2
SB指導者養成講習会（理論）
SB検定員クリニック

公認スノーボード指導者養成講習会（Ａ）理論
スノーボード検定員クリニック（Ａ）

育成 2017/11/11(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

3 指導者研修会理論 スキー指導者研修会理論　(川崎市) 育成 2017/11/11(土)　10:30受付
川崎市
教育文化会館

4 公認検定員クリニック理論 スキー公認検定員クリニック 理論  (川崎市)　 育成 2017/11/11(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

5 パトロール養成講習会理論 パトロール養成講習会理論  (川崎市)　 育成 2017/11/11(土)　9:30受付
川崎市
教育文化会館

6 クラブ対抗駅伝大会 第19回クラブ対抗駅伝競技会 育成 2017/11/19(日)　9:30受付

相模原市
淵野辺公園
（競技本部
  コラボ行事）

7 南関東ブロック研修会
南関東ブロック研修会（ＳＡＪ技術員）＆専門委員研修（スキー・
ボード）

研究 2017/11/25(土)～26(日) 志賀高原熊の湯

Aコ－ス
2017/12/13(水)～17(日)

Bコ－ス
2017/12/14(木)～17(日)

9 車山行事Ⅰ

スキ－指導者/認定スキー指導員研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
スキー指導者養成講習会
パトロ－ル専門員研修会

育成
・

普及
2017/12/23(土)～24(日) 車山高原

10 強化行事 スキー強化合宿（A）［指定選手］ 強化 2017/12/23(土)～24(日) 未定

11 湯沢行事

スキ－指導者研修会/認定スキー指導員研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
スキ－ハイパー講習会（有資格者）
スノ－ボ－ド指導者研修会（Ａ）
スノーボード検定員クリニック（Ｂ）
公認スノーボード指導者養成講習会（Ｂ）(理論・実技)※理論は1/8開
催
認定スノーボード指導員A養成講習会 実技・理論
スノーボード級別テスト（A）

普及 2018/01/06(土)～07(日) ガーラ湯沢

第1会場
2018/01/06(土)～08(月)

朝里川温泉

第2会場
2018/01/12(金)～14(日)

白馬五竜

第3会場
2018/02/10(土)～12(月)

猪苗代

スキ－指導者養成講習会（3日コース） 育成 2018/01/19(金)～21(日)

スキ－指導者/認定スキー指導員研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
スキ－指導者養成講習会 （2日コース）
認定スキー指導員A養成講習会
スキ－パトロ－ル養成講習会
スノーボードハイパー講習会
兼スノーボード指導者研修会（Ｂ）[正指・準指]
スノーボード指導者養成講習会（Ｃ）(理論・実技)※理論は1/19開催
スノーボード技術強化合宿（Ａ）
障がいをもつ人のためのスキー教室 (第31回)

育成
  ・
普及

2018/01/20(土)～21(日)

14 強化行事
スキ－技術強化合宿（Ｂ）[指定選手・県技術選出場選手]
ジュニア強化合宿

強化 2018/01/19(金)～21(日) 戸隠

15 戸隠行事

第31回神奈川県スキ－技術選手権大会（千葉県合同）
兼全日本スキ－技術選手権選考会
第5回神奈川県マスターズスキー技術選手権大会
第2回神奈川県ジュニアスキー技術選手権大会

大会
・

育成
2018/01/27(土)～28(日) 戸隠

育成
・

普及

スキー大学
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1 指導者養成講習会（理論） 育成

12 SAJ主催行事 振興

白馬五竜
（総務本部
  コラボ行事）

13 五竜Ⅰ

8 北海道行事

スキー指導者研修会
スキー公認検定員クリニック
スキー指導者養成講習会
認定スキー指導員A養成講習会
スキーハイパー講習会［有資格者]
ベーシック講習会［級別テスト］

北海道
総務本部主催
（競技本部
  コラボ行事



NO 行事名 事　業 目的 日　程 会場

16 南関東ブロック[ＳＢ]
第17回南関東スノ－ボ－ド技術選手権大会
スノーボード級別テスト（Ｂ）
スノーボードプライズテスト

大会 2018/01/27(土)～28(日) 上越国際

スキ－指導者養成講習会（2日コース）
認定スキー指導員A養成講習会
スキ－指導者研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
バックカントリー講習会
スキーパトロール研修会

育成
・

普及

スキー技術員強化合宿 研究

18 強化行事［ＳＢ］ スノーボード技術強化合宿（Ｂ） 強化 2018/02/10(土)～11(日) 上越国際

19 車山行事Ⅱ

スキ－指導者養成講習会
認定スキー指導員A養成講習会
公認スノ－ボ－ド準指導員検定会［実技・理論］※理論は2/17実施
認定スノーボード指導員A検定会［実技・理論］※理論は2/17実施
SAK選手によるハイパー講習会

育成
  ・
普及

2018/02/17(土)～18(日) 車山高原

20 強化行事 スキ－技術強化合宿（Ｃ）［指定選手］ 強化 2018/02/17(土)～18(日) 戸隠

21 SAJ主催行事［パトロール］ スキーパトロール検定会（2会場にて開催） 育成 2018/02/16(金)～18(日) 2会場

22 バックカントリースキー講習会 フィールド講習　志賀～草津ルート 普及 2018/02/24(土)～25(日) 志賀高原

スキー指導員検定会（5会場にて開催） 2018/02/23(金)～25(日)

スキーＡ検定員検定会（5会場にて開催） 2018/02/24(土)～25(日)

スノーボード指導員検定会（3会場にて開催） 2018/02/23(金)～25(日) 3会場

24 SAJ主催行事 [SＢ]
第15回全日本スノーボード技術選手権大会 兼 第8回スノーボードデ
モンストレーター選考会

大会 2018/03/01(木)～04(日) 上越国際

スキ－準指導員検定会［実技と理論］
認定スキー指導員A検定会［実技と理論］

育成 2018/03/02(金)～04(日)

スキ－ＢＣ級公認検定員検定会［理論・実技］
スキープライズテスト

育成 2018/03/03(土)～04(日)

26 強化行事 スキー技術強化合宿（Ｄ） 強化 2018/03/05(月)～06(火) ルスツリゾート

27 SAJ主催行事 第55回全日本スキ－技術選手権大会 兼 第36回デモンストレーター選考会大会 2018/03/07(水)～11(日) ルスツリゾート

28 五竜行事Ⅲ 第16回環富士山スキ－技術選手権大会 大会 2018/03/10(土)～11(日) 白馬五竜

全国スキーパトロール総会 調査

スキーパトロール研修会（東日本） 普及

30 SAJ主催行事 第2回スキージュニア技術選手権大会 大会 2018/03/23(金)～25(日) ルスツリゾート

31 車山行事Ⅳ

スキ－指導者/認定スキー指導員研修会
スキ－公認検定員クリニック実技
スノ－ボ－ド指導者研修会（Ｃ）
スノーボード級別テスト（Ｃ）
障がいをもつ人のためのスキー教室（第32回）
第34回神奈川県スキー指導員会フェスティバル

育成
・

普及
2018/03/24(土)～25(日)

車山高原
（総務本部
  ・指導員会
    コラボ行事）

  

29 SAJ主催行事［パトロール］ 2018/03/17(土)～18(日) 猪苗代

SAJ主催行事23 育成

白馬五竜

25 車山行事Ⅲ 車山高原

5会場

17 五竜行事Ⅱ 2018/02/10(土)～11(日)
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教育庁の指導により、教育、競技とも各事業の目的を明確にし、表示しました。
（事業）

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
（１） スキーの普及及び振興に関する事業・・・・振興 （２） スキーの技術等に係る調査・研究に関する事業・・・調査

（３） スキーの各種大会の開催に関する事業・・・大会 （４） 指導者の育成に関する事業・・・・・・・・・・・・育成
（５） 選手の育成に関する事業・・・・・・・・・強化 （６） 競技会に対する役員及び選手の派遣に関する事業・・派遣

（７） スキーに関する情報の収集及び提供に関する事業・・情報 （８） その他目的を達成するために必要な事業・・・・・・達成


