
1．担当役員

   常務理事・教育本部長    堀　祐樹

   理事・教育副本部長       中村　浩人

   理事                            佐藤　博一

   理事                            田村　昌重

   理事                            望月　光弘

2．担当業務・委員会

シニアアドバイザー ― 岡崎　勇

（担当理事） （委員長）

企画運営委員会 ― （正）佐藤　博一 ― （正）町田　基宏

（副）望月　光弘 （副）中田　修 河邉　邦彦 袖山　大樹

（担当理事） （委員長）

指導委員会 ― （正）望月　光弘 ― （正）島村　陽一

（副）佐藤　博一 （副）沖村　芳仁 嘉代　雄 井上　伸裕

（担当理事） （委員長）

検定委員会 ― （正）田村　昌重 ― （正）小沼　裕司

（副）中村　浩人 （副）岡本　洋一 吉田　俊史 渡　勝利

（担当理事） （委員長）

安全対策委員会 ― （正）望月　光弘 ― （正）上杉　一哲

（副）中村　浩人 （副）山川　正一 笹生　修一 佐藤　公一

（担当理事） （委員長）

強化委員会 ― （正）中村　浩人 ― （正）園部　修

（副）田村　昌重 （副）大嶋　輝也 長田　亨 沼上　一浩

（担当理事） （委員長）

スノーボード委員会 ― （正）佐藤　博一 ― （正）小池　光

（副）望月　光弘 （副）御薗　雄太 林　伸次 松坂　武士
　
（担当理事） （委員長）

ニュースタイル委員会 ― （正）堀　祐樹 ― （正）萩原　裕史

（副）田村　昌重 （副）大雲　芳樹

3．上部団体派遣役員

SAJ常務理事・教育本部長　　　　　　岡田　良平

SAJ教育本部スキー専門委員　　　　　堀　祐樹

SAJ教育本部スキー専門委員　　　　　中村　浩人

SAJ教育本部スキー専門委員　　　　　佐々木　生道

SAJ教育本部スキー専門委員　　　　　佐藤　博一

SAJ教育本部スキー専門委員　　　　　田村　昌重

SAJ教育本部スノーボード専門委員　　小池　光

SAJ教育本部安全対策専門委員　　　　上杉　一哲

SAJスキーデモンストレーター　　　　荒井　拓磨

SAJスキーデモンストレーター　　　　中村　浩章

SAJスノーボードデモンストレーター　渡部　亮

SAJスノーボードデモンストレーター　小谷　玲愛
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湘南スノーボードクラブ

川崎スノーボードクラブ

SAK専門委員
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横浜スキー同好会

三宅　秀一



SAK教育本部　指定強化選手選考基準

【スキー】

１．選考方法

　神奈川県スキー技術選手権大会（全日本スキー技術選手権大会予選会）において
   成績上位の者から選考する。（他県との合同開催においても、予選会とし取扱う）

　尚、資格はバッジテスト１級以上所持で神奈川県スキー連盟に加盟している者とする。

２．強化指定枠
　指定枠は以下の５段階に分けられる。
　①特Ａ指定強化選手
　　前年度の全日本スキー技術選手権大会　決勝進出50位以内の選手
　②Ａ指定強化選手
　　前年度の全日本スキー技術選手権大会   決勝進出選手
　③Ｂ指定強化選手
　　前年度の全日本スキー技術選手権大会　代表選手
　④Ｃ指定強化選手

前年度の神奈川県スキー技術選手権大会 男子15位タイ以内、女子10位タイ以内の
者。
　⑤特別指定選手
　　前年度の神奈川県スキー技術選手権出場者のうち２５歳以下で、男子20位以内、
      女子15位以内の者、及びＳＡＫ競技本部から推薦された選手

３．指定選手の期間（１年間）
　毎年行われる神奈川県スキー技術選手権大会（他県との合同開催であっても予選会として
   取扱う）により選考され、翌年の神奈川県スキー技術選手権大会前日までの間とする。

４．指定選手の扱いについて
　①行事参加費免除。
　②合宿費用、トレーニング費用等への補助は、別途定める事とする。
　③各強化指定選手については、SAKツールおよびSAKホームページにて公表する。

【スノーボード】

１．選考方法
南関東スノーボード技術選手権大会および全日本スノーボード技術選手権大会から選考

し、
　理事会に図るものとする。
　尚、登録および資格はスノーボード級別テスト１級以上所持で、（公財）神奈川県スキー
　連盟に加盟している者で、前年度に指定されたSAKが主催する技術強化合宿に出席して
　いる者とする。

　①Ａ指定強化選手
　　a.前年度の全日本スノーボード技術選手権大会で予選通過し、決勝に進出したSAK代表
　　　選手のうち最上位で、かつ総合順位が15位以内の者。
　　b.SAK教育本部が推薦した者。

　②Ｂ指定強化選手
　　a.前年度の全日本スノーボード技術選手権大会で出場し、予選通過した者。
　　b.SAK教育本部が推薦した者。

　③Ｃ指定強化選手
　　a.前年度の全日本スノーボード技術選手権大会で出場し、SAK代表選手の中で上位
　　　順位であるもの。
　　b.前年度の南関東スノーボード技術選手権大会において上位入賞した者。
　　c.SAK教育本部が推薦した者。

２．指定選手の期間（１年間）
　　指定期間指定期間は新年度よりその年度末までとする。

３．指定選手の扱いについて
　①行事参加費、合宿費用、トレーニング費用等への補助は、別途定める事とする。
　②各強化指定選手については、SAKツールおよびSAKホームページにて公表する。
２．指定選手の期間（１年間）
　　指定期間指定期間は新年度よりその年度末までとする。

３．指定選手の扱いについて
　①行事参加費、合宿費用、トレーニング費用等への補助は、別途定める事とする。
　②各強化指定選手については、SAKツールおよびSAKホームページにて公表する。



スキー ※SAK教育本部　指定強化選手選考基準により選考

指定枠

スノーボード ※SAK教育本部　指定強化選手選考基準により選考

指定枠 カテゴリ 選手氏名

【男子】渡部 亮

【女子】小谷 玲愛

【男子】（該当者なし）

【女子】（該当者なし）

【男子】（該当者なし）

【女子】（該当者なし）

【男子】荒木 竜弥、篠原 淳

【女子】（該当者なし）

【男子】松岡 孝明

【女子】（該当者なし）

【男子】荒井 翔太、木村 大輔

【女子】大森　望

A指定選手
【男子】荒井 拓磨

【女子】村井 七海

SAK教育本部　指定強化選手名簿

選手氏名

特A指定選手
【男子】（該当者なし）

【女子】（該当者なし）

Ｂ指定選手

【男子】中村 浩章、勝木 将利、清水 祥瑞、三辻 秀徳、小林 伊芙樹、
　　　　遠藤 新悟、三木 寛彰、藤山 森

【女子】石田 由利子、足立 央、高島 亜也子

C指定選手
【男子】小林 伊芙樹、石濱 慎司、福本 皓一、遠藤 新悟、塩野 嘉純

【女子】小沼 みはる、水谷 万里子　西田 友紀子、佐藤 泉、児玉 富子

特別指定選手
【男子】（該当者なし）

【女子】（該当者なし）

A指定選手

アルペン

フリー
スタイル

B指定選手

アルペン

フリー
スタイル

C指定選手

アルペン

フリー
スタイル



シ デ

公認スキー指導者/認定スキー指導員養成講習会（理論1） ● 2019/10/19(土)　9:30受付
横浜市
神奈川県労働文化
センター

公認スキー指導者/認定スキー指導員養成講習会（理論2） ● 2019/10/27(日)　9:30受付
相模原市
相模女子大学

公認スキー指導者/認定スキー指導員養成講習会（理論3） ● 2019/11/04(月)　9:30受付
川崎市
カルッツかわさき

SB指導者研修会（理論） 公認スノーボード指導者研修会（Ａ-1）（理論） ●

SB検定員クリニック スノーボード検定員クリニック（Ａ） ●

SB指導者養成講習会（理論） 公認スノーボード指導者養成講習会（Ａ）（理論） ●

公認スキー指導者研修会（理論） ●

認定スキー指導員研修会（理論） ●

4 公認スキー検定員クリニック（理論）公認スキー検定員クリニック（理論） ● 育成 2019/11/04(月)　9:30受付
川崎市
カルッツかわさき

5 パトロール養成講習会（理論） 公認スキーパトロール養成講習会（理論） ● 育成 2019/11/04(月)　9:30受付
川崎市
カルッツかわさき

6 クラブ対抗駅伝大会 第21回クラブ対抗駅伝競技会 育成 2019/11/17(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スキー・スノーボード・パトロール技術
員］
スキー専門委員研修会
スノーボード専門委員研修会
パトロ－ル専門員研修会［安全対策専門委員］

研究 2019/11/30(土)～12/01(日) 湯の丸

公認スキー指導者指導員研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技）

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認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］　併用（研修会/クリニック） ●

ベーシック講習会［級別テスト］

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認スキー指導者養成講習会 （2日コース） ●

10
新規

SB指導者研修会（実技） 公認スノーボード指導者研修会（Ａ-2）（実技） ●
育成
・

普及
2019/12/22(日)

スノータウン
イエティ

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

スキ－ハイパー講習会【有資格者】　併用（研修会/クリニック） ● ●

公認スノ－ボ－ド指導者研修会（Ｂ） ●

認定スノーボード指導員研修会（Ｂ） ●

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
1/3PM

●

認定スノーボード指導員A養成講習会（理論・実技） ●

12 強化行事［ＳＢ］ スノーボード技術強化合宿（A） 強化 2020/01/11(土)～12(日) 尾瀬戸倉

第1会場
2020/01/11(土)～13(月)

ルスツリゾート

第2会場
2020/01/17(金)～19(日)

白馬五竜

第3会場
2020/02/08(土)～10(月)

猪苗代

第4会場
2020/01/24(金)～26(日)

だいせん
ホワイトリゾート

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認スキ－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 ●

スノーボードハイパー講習会 ●

兼公認スノーボード指導者研修会（Ｃ）［正指・準指］ ●

公認スノーボード指導者養成講習会（Ｃ）（実技） ●

公認スキーパトロール研修会 ●

公認スキ－パトロ－ル養成講習会

第35回障がいをもつ人のためのスキー教室

スキ－技術強化合宿（Ａ）［指定選手・県技術選出場選手］ ●

ジュニア強化合宿 ●

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

●

神奈川県マスターズスキー技術選手権大会（千葉県合同） ●

神奈川県ジュニアスキー技術選手権大会（千葉県合同） ●

併用（指導者研修会・検定員クリニック） ●

17 南関東ブロック［ＳＢ］ 第20回南関東スノ－ボ－ド技術選手権大会 ● 大会 2020/01/25(土)～26(日) 尾瀬戸倉

●

14 五竜行事Ⅰ
育成
  ・
普及

2020/01/18(土)～19(日) 白馬五竜

2020/01/18(土)～19(日) 戸隠

16

  SAK2019年度 教育本部行事一覧（1/2）

1 スキー指導者養成講習会（理論） 育成

13 SAJ主催行事 スキー大学（4会場にて開催） 振興

2 育成 2019/11/04(月)　9:30受付
川崎市
カルッツかわさき

8 北海道行事
育成
・

普及

3 スキー指導者研修会（理論） 育成 2019/11/04(月)　10:30受付
川崎市
カルッツかわさき

2020/01/25(土)～26(日) 戸隠

北海道
総務本部主催
（競技本部
  コラボ行事

11 湯沢行事 普及 2020/01/04(土)～05(日) ガーラ湯沢

Aコ－ス
2019/12/11(水)～15(日)

Bコ－ス
2019/12/12(木)～15(日)

9 車山行事Ⅰ
育成
・

普及
2019/12/21(土)～22(日) 車山高原

強化

戸隠行事
大会
・

育成

会場
申込み

NO 事業名 事業内容 事業 日程

15 強化行事



シ デ

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認スキ－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 ●

SAK選手によるスキーハイパー講習会　併用（研修会/クリニック） ● ●

バックカントリースキー講習会（入門）　併用（研修会/クリニック） ● ●

スキー技術員強化合宿［スキー技術員］ 普及

公認スキ－指導者養成講習会（3日コース） ● 育成 2020/02/08(土)～10(月)

19 強化行事［ＳＢ］ スノーボード技術強化合宿（Ｂ） 強化 2020/02/08(土)～09(日) 上越国際

公認スキ－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（理論・実技） ●

認定スノーボード指導員A検定会（理論・実技）

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 ●

21 強化行事 スキ－技術強化合宿（Ｂ）［指定選手］ 強化 2020/02/14(金)～16(日) 戸隠

22 バックカントリースキー講習会 バックカントリースキー講習会（フィールド）志賀～草津ルート ● 普及 2020/02/22(土)～23(日) 志賀高原

公認スキー指導員検定会（5会場にて開催） ● 2020/02/21(金)～23(日)

公認スキーＡ級検定員検定会（5会場にて開催） ● 2020/02/22(日)～23(日)

公認スノーボード指導員検定会（3会場にて開催） ● 2020/02/21(金)～23(日) 3会場

24 SAJ主催行事 ［SＢ］
第17回全日本スノーボード技術選手権大会
兼 第9回スノーボードデモンストレーター選考会

大会 2020/02/27(木)～03/01(日) 上越国際

公認スキ－準指導員検定会（理論・実技） ●

認定スキー指導員A検定会（実技）

公認スキ－ＢＣ級検定員検定会（理論・実技） ●

スキープライズテスト ●

26 強化行事 スキー技術強化合宿（Ｃ） 強化 2020/02/29(土)～03/01(日) 白馬八方尾根

27 SAJ主催行事
第57回全日本スキ－技術選手権大会
兼 第37回デモンストレーター選考会

大会 2020/03/02(月)～08(日) 白馬八方尾根

28 SAJ主催行事［パトロール］ 公認スキーパトロール検定会（2会場にて開催） ● 育成 2020/02/28(金)～03/01(日) 2会場

29 五竜行事Ⅲ 第18回環富士山スキ－技術選手権大会 ● 大会 2020/03/07(土)～08(日) 白馬五竜

30
新規

岩鞍行事 ジュニアスキー技術選手権大会 ●
大会
・

育成
2020/03/20(金)

尾瀬岩鞍
（競技本部
  コラボ行事）

全国スキーパトロール総会 ● 調査

公認スキーパトロール研修会（東日本会場） ● 普及

32 SAJ主催行事 第4回スキージュニア技術選手権大会 大会 2020/03/27(金)～29(日) ルスツリゾート

公認スキ－指導者研修会（実技） ●

認定スキー指導員研修会（実技） ●

公認スキー検定員クリニック（実技） ●

公認スノ－ボ－ド指導者研修会（Ｄ） ●

認定スノーボード指導員研修会（Ｄ） ●

スノーボード級別テスト（Ｃ） ●

第36回障がいをもつ人のためのスキー教室

第36回神奈川県スキー指導員会フェスティバル

31 SAJ主催行事［パトロール］ 2020/03/21(土)～22(日) 蔵王

2020/02/08(土)～09(日)
白馬五竜

 SAK2019年度 教育本部行事一覧（2/2）

育成
・

普及

18 五竜行事Ⅱ

2020/02/15(土)～16(日) 車山高原

25 車山行事Ⅲ 育成 2020/02/29(土)～03/01(日) 車山高原

23 SAJ主催行事 育成
5会場

20 車山行事Ⅱ
育成
  ・
普及

33 車山行事Ⅳ
育成
・

普及
2020/03/28(土)～29(日)

車山高原
（総務本部
  ・指導員会
  コラボ行事）

NO 事業名 事業内容
申込み

事業 日程 会場

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

シ ・・・ シクミネットから申込み

デ ・・・ デジエントリーから申込み



●シクミネットからの申込み

●デジエントリーからの申込み

電子申込みによる申込み期限は、開催日の1ヶ月前とします。
但し、検定会、大会についてはこの限りではありませんので、各要項を確認してください。

 

バックカントリー講習会

パトロール養成講習会
認定指導員検定会（スキー・スノーボード）

指導者養成講習会（スキー・スノーボード）

ハイパー講習会（スキー・スノーボード）
プライズテスト（スキー・スノーボード）
技術選手権大会（スキー・スノーボード）
強化合宿（スキー・スノーボード）

スキー大学・スノーボード大学

認定指導員研修会（スキー・スノーボード）

指導員検定会（スキー・スノーボード）
A級検定員検定会（スキーのみ）

B・C級検定員検定会（スキーのみ）

指導員研修会（スキー・スノーボード）
スキー検定員クリニック

 但し、雪不足等による行事開催不能の場合は、諸経費1,000円を引いた金額を返金します。

 参加申込者の変更はできません。
 電子申込みの場合は電子申込みサイトにて変更手続きを行ってください。
 参加希望する行事の変更は、同一種行事で締切前に限り変更可能です。

⑥返金について

⑤変更届について

 申込みした料金の返金は一切いたしません。

教育本部行事申込みについて

 事業運営上作成するリスト及びリザルト並びに緊急時の連絡のためであり、収集した個人情報

②申込み期限について

①電子申込み（シクミネット、デジエントリー）による申込み

③書面による申込み

スノーボード検定員クリニック

準指導員検定会（スキー・スノーボード）

　※申込方法については、各要項を確認してください。

 の管理はＳＡＫにて厳重に行ないます。

 申込みにおいては、参加者の方の個人情報をいただきます。これらの個人情報の利用目的は､

④個人情報の取扱いについて

パトロール検定会
パトロール研修会



スキー行事併用参加　可否　一覧表

指導者研修会
検定員

クリニック
養成講習会 強化合宿

ハイパー
講習会

プライズテスト

講習・受検
県技術選

バックカントリー
講習会(入門)

パトロール
研修会

指導者研修会 ○ ○ × ○ × ○ ○ ○

検定員
クリニック ○ ○ × ○ × ○ ○ ○

養成講習会 ○ ○ × × × × × ×

強化合宿 × × × × × × × ×

ハイパー
講習会 ○ ○ × × × × × ×

プライズテスト
講習・受検 × × × × × × × ×

県技術選 ○ ○ × × × × × ×

バックカントリー

講習会(入門) ○ ○ × × × × × ×

パトロール
研修会 ○ ○ × × × × × ×

行事参加料金　＆　他県連参加料金　について

SAK登録
会員料金

非会員
（他県連）

追加受付
手数料

1,000円 3,000円 1,000円

5,000円 7,000円 3,000円

1,000円 3,000円 1,000円

3,000円 5,000円 3,000円

5,500円 7,500円 3,000円

9,500円 11,500円 3,000円

6,500円 8,500円 3,000円

3,000円 ---- 3,000円

10,000円 12,000円 3,000円

5,000円 7,000円 3,000円

4,000円 6,000円 3,000円

3,000円 5,000円 3,000円

8,000円 8,000円 追加受付無し

6,500円 6,500円 追加受付無し

4,000円 6,000円 現地受付無し

4,000円 6,000円 現地受付無し

4,000円 6,000円 3,000円

18,000円 20,000円 3,000円

4,000円 6,000円 3,000円

注意事項

1）養成講習会・プライズ・ハイパー講習会・バックカントリー講習会の追加エントリーは前もっての問い合わせが必要です。

　　（参加人数などにより、可能な場合のみ受付可能。）

　　プライズテストの受検のみ、事前講習のみの参加については、要項を参照してください。

2）指導者研修会と併用参加の場合は、別途申込みが必要になります。

環富士山技術選 ファミリー割引あり

パトロール研修会

B級検定員受検

C級検定員受検

バックカントリー講習会(入門)

バックカントリー講習会(フィールド)

＊注意事項 2

＊注意事項 1

県技術選

行　事　内　容

養成講習会(2日)

養成講習会(3日)

スキー強化合宿

ハイパー講習会

プライズテスト事前講習

指導者研修会（理論）

公認検定員 クリニック（実技）

指導者研修会（実技）

クラウンプライズ受検

テクニカルプライズ受検

公認検定員 クリニック（理論）

養成講習会(理論)

備 　考

参加資格は各コースで異なります。要項を参照してください。

＊注意事項 1、2

＊注意事項 1

＊注意事項 1、2

願書の提出方法は、要項を参照してください。

＊注意事項 2

正指受験者で指導者研修会併用参加の場合、＊注意事項 2

正指受験者で指導者研修会併用参加の場合、＊注意事項 2

＊注意事項 2

＊注意事項 2

理論会場にて申込みの場合は、受付手数料500円がかかります。



主催 　（公財）全日本スキー連盟 主管 　（公財）神奈川県スキー連盟

期日 （月曜日）

会場 カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化センター)　川崎市川崎区富士見１丁目１−４　電話044-222-5211

　 受　付 　 受　付

＊当日会場にて受付ます。 ＊当日会場にて受付ます。

理論講習開始予定 理論講習開始予定

終了予定 終了予定

案内図

シクミネットの導入により、【理論】も申込みが必要です。
研修会受講料【1,000円】、クリニック受講料【1,000円】

　　スキー指導者研修会・公認スキー検定員クリニック（理論）

2019年11月4日

公認検定員クリニック（理論） 指導者研修会（理論）

１０：３０～

１２：１０

※申込み及び受講料【1,000円】はシクミネットよ
り。
　他都道府県所属からの受講者は 3,000円です。

１１：３０ １６：００

９：３０～

１０：００

※申込み及び受講料【1,000円】はシクミネットよ
り。
　他都道府県所属からの受講者は 3,000円です。



2019年12月13日(金)

　～12月14日(土) ・ハイパー講習会

2019年12月21日(土)

～12月22日(日)

　

2020年1月4日(土)

　～1月5日(日)

2020年1月18日(土)

　 ～1月19日(日)

2020年1月25日(土)

　～1月26日(日)

2020年2月8日(土)

～2月9日(日)

　

2020年3月28日(土)

　～3月29日(日)

  本部・受付について

行  事

 北 海 道

ガーラ湯沢スキー場

本部未定　会期前にSAKホームページに掲載

④クリニック受講料は￥3,000です。他県連所属受講者は￥5,000です。シクミネットからお申込みください。

　※研修会・クリニックを併用参加とする場合は、別途シクミネットでお申込みください。

　（Tel．0261-75-3131・Fax．0261-75-3926）セットでリフト券が割引になります。

⑩参加者はスキー傷害保険への加入を義務付けます。現地での怪我は応急処置のみでそれ以外は

ツアー締切り日

行　事 日　程 特　徴　・　備　考

・研修会テーマ／クリニック内容

 車山Ⅰ

・認定スキー指導員研修会

2019年11月21日(木)

締　切　り　日

スキー指導者研修会（実技）・公認スキー検定員クリニック（実技）

 五竜Ⅱ

・研修会テーマ／クリニック内容

・認定スキー指導員研修会

・研修会テーマ／クリニック内容

・研修会テーマ／クリニック内容

主管　（公財）神奈川県スキー連盟

・スキーパトロール研修会

・総務本部コラボ（HCボランティア講師　詳細P43）
 五竜Ⅰ
(総務本部コラボ)

主催　（公財）全日本スキー連盟

・研修会テーマ／クリニック内容（公式日程のみ）

・認定スキー指導員研修会

 北海道

 湯沢

・ファミリー班

　五竜行事の各土曜日  　AM9:00～9:30

スカイパークホテル　　   0266-68-2221

　車山行事の各土曜日  　AM9:00～9:30

　スカイプラザ2F

注
意
事
項

　お申し込みください（参加者の人数などによりご希望通りにならない事もありますのでご了承ください）。

⑦車山Ⅰと五竜Ⅰの研修会・ｸﾘﾆｯｸ申込者は希望の班を、湯沢以外の行事でのアシスタント希望者はその旨を

①研修会受講料は\5,000円です。シクミネットからお申込みください。

   本人責任となります。保険証は必ず持参してください。

⑧湯沢行事のﾘﾌﾄ券は行事専用割引券を受付でご購入ください。有資格者特典の無料ﾘﾌﾄ券は使用できません。  

⑨五竜行事の参加者は、宿泊の予約は必ず白馬五竜観光協会を通して申し込み下さい。

③研修会は２行事を1日ずつの研修会参加も可能です。その際、備考欄にその旨を記載してください。

　他都道府県からの受講者は￥7,000です。

⑤ハイパー講習会受講料は、湯沢\10,000円、五竜Ⅱ\6,000円です。デジエントリーからお申込みください。

⑥締切までに申込を完了してください。現地参加は原則できません。

②クリニック、ハイパー講習会などと研修会を併用参加とする場合は、別途研修会の申込みも必要です。

・ハイパー講習会（募集30名）

小樽市　グランドパーク小樽　0134-21-3111

・認定スキー指導員研修会

　行事内受付にて

受  付

・SAK選手によるハイパー講習会（募集20名）

・バックカントリー入門講習会

2019年12月4日(水)

2019年12月18日(水)

2020年1月7日(月)

2020年1月8日(水)

2020年2月28日(金)

 湯 沢
　AM9:00～9:20

　カワバンガ2階エレベータ向かいに SAKデスクを設置

 五 竜

 戸隠
（神奈川県スキー
技術選手権大会）

・SAK登録会員で大会出場者に限り、研修会／クリニック

　の修了扱いとできます。　※ 別途申し込みが必要です。

エイブル白馬五竜

 車 山
車山高原 SKY PARK スキー場

 車山Ⅳ
(総務本部コラボ) ・総務本部コラボ（HCボランティア講師　詳細P44）

・研修会テーマ／クリニック内容

本 部 宿 舎

ウルル　　　　　　         0261-75-2774 　エスカルプラザ

 戸 隠
戸隠スキー場 　大会受付と同じ

戸隠高原ホテル　　         0262-54-2525



主 催

主 管

会 期 理論2  理論3

2019年10月27日(日) 2019年11年4日(月祝)

C 10：00～12：00 E 10：00～12：00

D 13：00～15：00 F 13：00～15：00

会 場 相模女子大学 カルッツかわさき

申 込 み

受 講 料

受 付

講習会に

  ついて

本年度、指導員・準指導員を受検される方は、必ず6時間の受講が必要です。

講義は2時間1単位とし 上記A～F講義の内3回以上の受講が必要です。

原則として次の場合を除きます。

(a)準指導員受検：昨年度、養成講習会（理論）3単位6時間を受講済みの場合

(b)指導員受検：昨年度、養成講習会（理論）3単位6時間を受講済みの場合

③ 自主学習

本年度、指導員・準指導員を受検される方は、6時間の自主学習が必要です。

レポート提出は不要といたします。各自で自主学習を行ってください。

④補講について

雪上行事において、2回の補講を行います。

1行事2時間の1単位とします。1回につき5,500円の受講料が必要になります。

理論補講実施行事：車山Ⅰ、五竜Ⅱ（各行事希望順先着15名程度）

開催時間：車山Ⅰ行事は土曜日、五竜Ⅱ行事は日曜日、ともに15時～17時予定です。

⑤学習テキスト

受講時のテキストは以下とします。

スキー教程・オフイシャルブック本年度版他。必要テキストは別途案内致します。

（オフィシャルブック本年度版他必要テキストは、養成講習会会場にて

　販売予定です）

注 意 事 項

・喫煙は所定の場所でお願いします。

・ごみ類は、各自でお持ち帰りください。

・受講の際は、指導者としての自覚を持って臨んでください。

・会場へは、電車・バス等の公共交通機関をご利用ください。

    基礎理論 12 時間 （集合講習 6時間、自主学習 6時間）

②集合講習

その他

神奈川県労働文化センター

①デジエントリーにて申込み。

②デジエントリーで申し込みができない場合は、理論会場にて受付けします　

１回の講習につき各5,500円 (1回に2時間または4時間の受講でも受講料は同じです)

当日会場にて●午前受講時は9:30～9:50、●午後受講時は12:30～12:50

①取得単位時間

公認スキー指導者養成講習会（理論）

(公財）全日本スキー連盟

(公財）神奈川県スキー連盟

理論1

日           時

2019年10月19日(土)

A 10：00～12：00

B 13：00～15：00



主 催

主 管

行 事 名 日   程 受講料 締切り（下段：申込書）

北海道 Aコース（18） (注)日曜AM迄出席 2019年12月11日（水） 7,000円

※1 Bコース（13） (注)日曜AM迄出席 2019年12月12日（木） 6,000円 ツアー締切日

～12月15日（日）

2019年12月21日（土） 2019年11月21日(木)

～12月22日（日） 書：2019年11月21日(木)

2020年1月18日（土） 2019年12月18日(水)

～1月19日（日） 書：2019年11月21日(木)

2020年2月8日（土） 2020年1月8日(水)

～2月10日（月）

2020年2月8日（土）

～2月9日（日） 書：2019年12月20日(金)

2020年2月15日（土） 2020年1月15日(水)

～2月16日（日） 書：2019年12月20日(金)

北海道   全コース

車山Ⅰ・Ⅱ （土）

五竜Ⅰ・Ⅱ （土）

北海道

車山行事Ⅰ・Ⅱ

五竜行事Ⅰ・Ⅱ

講習会に

  ついて 　①実技講習 22 時間 （集合講習 20 時間   自主学習 2時間）

　　集合講習：北海道～車山Ⅱまでの5行事

　②指導実習   6時間 （集合講習   2時間   自主学習 4時間）

　　集合講習：北海道～車山Ⅱまでの5行事

※1：北海道ツアー詳細ページをご確認のうえ、

   北海道専用申込用紙にて旅行代金、養成講習会受講料を添えて、直接取扱い旅行代理店へ

   お申込みください。

※2：五竜行事の参加者は、宿泊の予約は必ず白馬五竜観光協会を通して申し込み下さい。  

（Tel．0261-75-3131・Fax．0261-75-3926）リフト券セットがお得

注意事項

車山Ⅱ 2日コース（8） 6,500円

受付

初日講習内にて

スカイプラザ2Ｆ　　8：30～9：00

エスカルプラザ2Ｆ　8：30～9：00

本部宿舎

グランドパーク小樽(小樽市内)　　TEL　0134-21-3111

スカイパークホテル(車山高原)　　TEL　0266-68-2221

ウルル(白馬五竜)　　　　　　　　TEL　0261-75-2774

取得単位時間（詳細を養成講習会理論にて説明）

五竜Ⅰ
※2

2日コース（8） 6,500円

五竜Ⅱ
※2

3日コース（13） 9,500円

2日コース（8） 6,500円

公認スキー指導者養成講習会（実技）
(公財）全日本スキー連盟

(公財）神奈川県スキー連盟

コース（取得可能単位時間）

車山Ⅰ 2日コース（8） 6,500円



養成講習会（実技）参加等への注意事項（準指導員・指導員）

■各行事受付け／必ず本人が行ってください。また、受付け時間を厳守してください。
　何らかの理由により、受付け時間に間に合わない場合は、必ず本部宿舎にその旨を伝え、
   指示を受けてください。遅刻や早退は受講できた分の単位取得となります。

■現地受付け／原則として受け付けていませんが、受講者の人数によりお受けできる場合が
   あります。ただし、現地申込み料として受講料とは別に3,000円を頂戴します。

■準指導員受検者の方は、昨年養成講習会理論を受講済みの場合、本年度の養成講習（理論）
　への出席は不要となりますが、実技講習会などの諸連絡を、養成講習理論にて行いますので、
　可能な限りご参加ください。
　また、変更事項については、ホームページへ掲載いたしますので確認をしてください。

補足
養成講習会（理論）・（学科）　単位取得関係
①昨年養成講習会理論6時間受講者　＝　本年度養成講習会理論　　→　　出席は任意です
②スキー大学については、実技単位取得対象ではありませんので、ご注意下さい。

【指導員受検の方へ】
■実技講習単位取得は車山Ⅱ行事まで可能ですが、余裕を持って実技単位を取得してください。

■受検に当たっては、必ず当該年度SAJ登録を正しく済ませてください。
　余裕を持った登録作業をお願いします。
　正しく登録されてない場合、受検資格が得られず受検することができません。

検定に関する変更事項、最新情報はSAKホームページに掲載します。
http://www.sak.or.jp

検定に関するお問合せ先　⇒　kyouiku@sak.or.jp

http://www.sak.or.jp/


主 催

主 管

期 日

会 場

受 付

本 部 宿 舎

2月28日（金）    前日受付  20：00  ～  21：00 スカイパークホテル1Fロビー

2月29日（土）    受 付   8：00　～　 8：30 スカイプラザ2F

　　　　　　　　開会式   8：35　～　 8：50 スカイプラザ2F

　　　　　　　　実技検定   9：30　～ ゲレンデ

　　　　　　　　理論検定 19：30　～ スカイプラザ2F

3月1日（日）    検定   9：30　～ ゲレンデ

　　　　　　　　閉会式  14：30  ～ スカイプラザ2F

2.その他

        SAK事務局では受付いたしません。受検願書は不備なく早めの提出をお願いします。

受検料

※受検願書はSAKホームページよりダウンロードしてください。

http://www.sak.or.jp

公認スキー準指導員検定会

(公財)全日本スキー連盟

(公財)神奈川県スキー連盟

受検資格

①　神奈川県スキー連盟に所属するSAJ登録会員であること

②　受検する年度の4月1日現在18歳以上の者

③　前年度までに、級別バッジテストの1級（プライズテストを含む）を取得している者

④   神奈川県スキー連盟が主催する指導者養成講習会（以下「養成講習」という）

    を検定会までに修了し、証明された者。

    ただし、有効期限は、基礎理論及び指導実習は2か年、実技実習は 受講年度のみの

    有効期限内にある者

⑤　その他、公認スキー指導者検定規程に準ずる。

1.検定会

2020年2月29日（土）～3月1日（日）

車山高原SKYPARKスキー場

　　　　2月28日（金） 20:00～21:00、2月29日（土） 8:00～8:30

車山高原SKYPARKホテル　　Tel 0266-68-2221

日　　程

※閉会式終了後　　　合格者手続き　スカイプラザ2F

申込み

  1．顔写真はタテ3.0cm×ヨコ2.5cm（無背景・脱帽・顔が全体の1／３以上・

        白黒可）を1枚 用意し、受検願書に貼付してください。

  2．所属団体（クラブ）および加盟団体（協会）は、シクミネットで承認を進めてください。

       受検願書の捺印蘭については任意です。願書記載情報を管理したい場合など考慮し

      各協会、クラブにて適宜運用ください。

  3．★シクミネットから申込みしてください。受検願書をシクミネットに登録してください。

        シクミネットに登録した受検願書原紙を養成講習会（理論）受付時に提出してください。

        受検願書提出場所　理論養成講習会（10月19日・10月27日・11月4日）受付

20,000円　　※申込み後は、受検の取り消しをされても返金は致しません。

受付

※受付は受検者本人が行うこと（代理受付は不可）　＊実技検定受付はビブ着用のこと

※必要書類は検定会場に持参し受付時に提出する。書類に不備がある場合受付できません。

  1. SAJ会員証（本年度の登録済であること）

  2. 級別テスト1級合格証（写し可）

備　考

1．検定合格の際は、手続き料として別途18,000円が必要となります。

    （内訳：SAJ公認料15,000円、年次登録料1,000円、バッジ代2,000円）

2．受検者にはスキー傷害保険への加入を義務付けます。

      更に、現地での怪我の応急処置は行いますが、それ以外は本人責任となります。

      保険証は必ず持参してください。



主　催 　（公財）全日本スキー連盟

期　日 　2020年2月21日（金）～2月23日（日）

 第１会場　（北海道）　朝里川温泉スキー場

 第２会場　（山形県）　蔵王温泉スキー場

 第３会場　（長野県）　鹿島槍スキー場

 第４会場　（岐阜県）　ほうのき平スキー場

 第５会場　（兵庫県）　奥神鍋スキー場

①受検する年度の4月1日現在、21歳以上の者。

②準指導員の資格を取得してから（取得の年を含まず）2年以上を経過し、

   資格を維持している者。（指導者研修会実技・研修会理論、スキー大学に参加して
   いること）

③神奈川県スキー連盟が主催する指導者養成講習会を検定会までに修了し、修了証に

   よって証明された者。養成講習修了証の有効期間は、受講年度を含め3か年です。

  次の①または②に該当する者は、スキー準指導員資格を有していなくても、SAK会長

  の推薦により特別推薦書をSAJに提出し、SAJ教育本部理事会の承認を得て、

  受検することができる。

①技術選手権を除く、全日本選手権（マスターズ、ジュニアを除く）、ＦＩＳ公認大会

  および国体等において、3回以上入賞した者。

②オリンピック出場

※  特別推薦を希望する場合は、9月末日までにSAK事務局へご連絡ください。

様式　ＳＡＪ様式　受検願書　1部   受検料　20,000円

★シクミネットから申込みしてください。受検願書原紙はSAKに提出してください。

　受検願書提出場所　理論養成講習会（10月19日・10月27日・11月4日）

  SAK事務所では受付いたしませんので、受検願書は不備のないようにお願いします。

  受検願書フォーマットはSAJまたはSAKホームページに掲載予定。

  ＳＡＫ事務所にて入手も可能です。

  受検願書は早めに提出を済ませていただくようお願いします。

 　養成講習会理論会場：受検願書（1部で可）

 　検定会会場：本人確認証※、養成講習会修了証

　　　※ 免許証、マイナンバーカード等の写真付きで本人確認できるもの、コピー可

　　（現地持参の必要書類に不備があれば現地で受検は不可能になります。）

① 受検願書提出後は、理由の如何を問わず受検会場変更と受検料返金は致しません。

② 宿泊および現地受付

    宿泊は各自で予約のこと。受付は1日目AM8時～9時頃現地本部の予定。

③受検の日程や受付時間などは、SAJホームページなどを参考にしてください。

④県連へのＦＡＸでの願書提出は認めません。

⑤養成講習会修了証は、必ず現地受検受付へ各自持参し提示してください。

⑥本人確認証は、必ず受付時提示をしてください。本人確認ができない場合、

　受検資格の有無を確認できず、受検は不可能となります。

その他  スケジュール等の詳細については現地総務より連絡があります。

連絡事項  不明な点は2月上旬にＳＡＫ事務所へお問い合わせ下さい。

必要書類

注意事項

公認スキー指導員検定会

会　場

受検資格

特別推薦に
よる受検

様式
受検料

提出締切



主催主管

会 期

会 場

申 込 み

受 講 料

受 付

受講回数

レポート

受講

資格

主催主管

行 事 名 受講料 締切り（下段：申込書）

6,000円

6,000円 ツアー締切日

2019年12月18日(水)

書：2019年11月21日(木)

2020年1月8日(水)

書：2019年12月20日(金)

2020年1月15日(水)

書：2019年12月20日(金)

※北海道行事では、公式日程の13日（金）～14日（土）を講習会とし、それ以外の日程は、

フリーとなります。

北海道 （金） 12月13日（金）公式日程で受付いたします。

車山Ⅱ （土） スカイプラザ2Ｆ　　8：30～9：00

五竜Ⅰ・Ⅱ （土） エスカルプラザ2Ｆ　8：30～9：00

北海道 グランドパーク小樽(小樽市内)　　TEL　0134-21-3111

車山行事Ⅱ スカイパークホテル(車山高原)　　TEL　0266-68-2221

五竜行事Ⅰ・Ⅱ ウルル(白馬五竜)　　　　　　　　TEL　0261-75-2774

注意事項

・参加する受検者は傷害保険の加入を義務付けます。講習中に、怪我が発生した場合は、

　応急処置を行いますが、それ以外は本人責任となります。

備考

① 北海道行事のお申込みは、“北海道ツアー詳細ページをご確認のうえ、

   北海道専用申込用紙にて旅行代金、養成講習会受講料を添えて、直接取扱い旅行代理店へ

   お申込みください。

（Tel．0261-75-3131・Fax．0261-75-3926）リフト券セットがお得です。

車山Ⅱ
2日コース（2） 2020年2月15日（土）

6,500円
～2月16日（日）

受付

本部宿舎

・理論講習については、スキー指導者養成講習会（理論）に倣います。

・宿泊の手配は各自で行ってください。

・五竜行事の参加者は、宿泊の予約は必ず白馬五竜観光協会を通して申し込み下さい。  

五竜Ⅱ
2日コース（2） 2020年2月8日（土）

6,500円
～2月9日（日）

五竜Ⅰ
2日コース（2） 2020年1月18日（土）

6,500円
～1月19日（日）

認定スキー指導員A養成講習会（実技）
(公財）神奈川県スキー連盟

コース（日数） 日   程

北海道

Aコース（2）　※ 201912月11日（水）

Bコース（2）　※ 2019年12月12日（木）

～12月15日（日）

1.本年度のSAJ登録会員であること

2.男女とも、受検する年度の4月1日現在18歳以上の者

3.SAJ級別テスト2級以上を取得していること

4.SAJが認める団体(外国スキー連盟)が推薦する者でSAJ登録会員であること。

持 参 品

・本人確認証※、SAJ1級または2級合格証（写し可）

　　　※ 免許証、マイナンバーカード等の写真付きで本人確認できるもの、コピー可

・教育本部オフィシャルブック(本年度版)他、必要テキストは別途ご案内いたします。

レポートは実技検定受付時に提出してください。

C 10：00～12：00   E 10：00～12：00

B 13：00～15：00 D 13：00～15：00   F 13：00～15：00

神奈川県労働文化センター 相模女子大学 カルッツかわさき

①デジエントリーにて申込み。

②デジエントリーで申し込みができない場合は、理論会場にて受付けします。　

１回の講習につき各5,500円 (1回に2時間または4時間の受講でも受講料は同じです)

受付時間　●午前受講時は9：30～9：50　●午後受講時は12：30～12：50

A～Fの中で3回以上の受講が必要です。

認定スキー指導員A養成講習会（理論）
(公財)神奈川県スキー連盟

理論1 理論2  理論3

日     時

2019年10月19日(土) 2019年10月27日(日) 2019年11年4日(月祝)

A 10：00～12：00



主催・主管

期 日

会 場

受 付

本 部 宿 舎

実技検定
2月28日（金）  前日受
付

  20：00 ～ 21：00 SKYPARKホテル ロビー

2月29日（土）   受   付 　8：00  ～  8：30 スカイプラザ2F

　　　　　　　　開会式 　8：35  ～  8：50 スカイプラザ2F　

　　　　　　　実技検定 　9：30　～ ゲレンデ

3月3日（日）　実技検定 　9：00　～ ゲレンデ

 　　　　　　　閉会式   14：30　～ スカイプラザ2F

2.その他

1.本年度のSAJ登録会員であること

2.男女とも、受検する年度の4月1日現在18歳以上の者

3.SAJ級別テスト2級以上を取得していること

4.SAJが認める団体(外国スキー連盟)が推薦する者でSAJ登録会員であること。

5.その他、SAK認定スキー指導員検定規程に準ずる。　

　　　　　　　　コピー可、昨年度全日本スキー連盟登録会員証も可とする）

受検料

※受検願書はSAKホームページよりダウンロードしてください。
http://www.sak.or.jp

2月28日（金） 20:00～21:00、2月29日（土） 8:00～8:30

認定スキー指導員A検定会（実技）

1.検定会

(公財)神奈川県スキー連盟

2020年2月29日（土）～3月1日（日）

車山高原SKYPARKスキー場

車山高原SKYPARKホテル　　Tel 0266－68－2221

※日程は受検者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

※閉会式終了後に合格者手続きをスカイプラザ2Fで行います。

受検資格

申込み

 ※顔写真はタテ3.0cm×ヨコ2.5cm（無背景・脱帽・顔が全体の1/3以上・

       （白黒可）を1枚 用意し、受検願書に貼付してください。

※所属団体（クラブ）および加盟団体（協会）は、受検願書に必要事項を漏れなく

    記入した原本の必要箇所を埋め、捺印してください。

※受検願書は養成講習会（理論）受付に、受検料を添えて本人が提出してください。

        受検願書受付場所　理論養成講習会（10月19日・27日・11月4日）受付

        SAK事務局では受付いたしませんので、受検願書は不備のないように、また

        早めの提出をお願いいたします。

受付

※受付は受検者本人が行うこと（代理受付は不可）　＊ビブ着用のこと

※必要書類は検定会場に持参し、受付時に提出すること。

（必要書類に不備のある場合は受検できません）

  1.本人確認証（免許証、マイナンバーカード等の写真付きで本人確認できるもの

  2.級別テスト1又は2級合格証（写し可）

15,000円  ※申込み後は、受検の取り消しをされても返金は致しません。

備　考

1．検定合格の際は、手続き料として別途13,000円が必要となります。

    （内訳：SAK公認料　8,000円、年次登録料5,000円）

2．受検者にはスキー傷害保険への加入を義務付けます。

      検定中、現地で怪我をした場合の応急処置は行いますが、

      それ以外は本人責任となります。保険証は必ず持参してください。



主 催

主 管

コース名

会  場

期　日

2月29日（土）

3月1日（日） スカイプラザ2F

締切り

本部宿舎

B級公認検定員受検 指導員およびC級検定員の資格を有している者

C級公認検定員受検 準指導員の資格を有している者

※他、SAJの定めるところによる。

B級公認検定員 受検料／4,000円　　　　　公認料／4,000円

受検料 C級公認検定員 受検料／4,000円　　　　　公認料／4,000円

公認料 ※申込み後に受検を取り消された場合、返金は致しません。

※他府県の受検者は上記金額に別途2,000円が必要です。

実施内容 実技および理論ともに、SAJスキー公認検定員検定規程に従い実施いたします。

シクミネットから申込みしてください。各自不備ないようお願いします。

　※当日の現地申込みはできません。
　※FAXでの受付けはできません。
①当日は本人確認証を持参してください。
  免許証、マイナンバーカード等の写真付きで本人確認できるもの（コピー可）、
  SAJ会員証、昨年度C級検定員証も可とする
②受検者はスキー傷害保険への加入を義務付けます。
　　現地での怪我の応急処置は行いますが、それ以外は本人責任と
　　なります。保険証は必ず持参してください。

スカイパークホテルTEL　0266-68-2221

受検資格

申込み

注意事項

日　程

開会式　　　8:35～8:50

検   定　　　9:30～ 

閉会式   　 14:30～

　2020年2月26日(水)

受  付

・2020年2月29日（土）

・スカイプラザ２F

・8:00～8:30

2020年2月29日（土）～2020年3月1日（日）

スキーB･C級公認検定員検定会
(公財)全日本スキー連盟

(公財)神奈川県スキー連盟

スキーBC級公認検定員検定会　(車山Ⅲ行事と同時開催)

車山高原SKYPARKスキー場



期　日

・特別な事情がある場合、加盟団体長の推薦によりSAJが認めた者

料金

必要書類 本人確認証（免許証、マイナンバーカード等の写真付きで本人確認できるもの、コピー可）

②SAK事務所では受付いたしませんので、各自不備のないようお願いします。

③願書はSAJもしくはSAKホームページよりダウンロードしてください。

会　　場 第１会場 第２会場 第３会場 第４会場

場　　所
北海道

ルスツリゾート
長野県

白馬五竜スキー場
福島県

猪苗代スキー場
鳥取県

だいせんホワイトリゾート

2020年1月11日(土) 2020年1月17(金) 2020年2月8日(土) 2020年1月24日(金)

～13日(月) ～19日(日) ～10日(月) ～26日(月)

受講資格

申し込み

本部宿舎 ルスツリゾートホテル ホテルステラベラ 猪苗代観光ホテル
氷ノ山高原の宿

氷太くん

③申込書については、当該年度オフィシャルブックより複写するか、SAK注意事項

①宿舎は、各自でお申込下さい。

②参加者は研修会終了として認められます。

   ホームページよりダウンロードしてください。

④公認検定員クリニックは、別途、ＳＡＫへ申込みが必要になります。

ス キ ー 大 学

期　　日

（公財）全日本スキー連盟スキー指導員・準指導員

シクミネットから申込み

受講料
¥20,000

申込み後に参加を取り消された場合は返金を致しません。

受検資格

・SAJ指導員でB級検定員の取得後5年を経過し、かつ検定（バッチテスト

   含む）を3回以上を行い、スキー公認検定証によって証明された者

5,000円

申込み方法
締切り

①シクミネットから申込み

　申込手続きは早めにお願いいたします。

公認スキーA級検定員検定会

　2020年2月21日（金）～2月23日（日）

会　場

 第１会場　（北海道）　朝里川温泉スキー場

 第２会場　（山形県）　蔵王温泉スキー場

 第３会場　（長野県）　鹿島槍スキー場

 第４会場　（岐阜県）　ほうのき平スキー場

 第５会場　（兵庫県）　奥神鍋スキー場



主 催

主 管

期 日

会 場

本 部 宿 舎

2月29日（土） 受付け　　　　　スカイプラザ2Ｆ

開会式　　　　　スカイプラザ2F

事前講習　　　　ゲレンデ

3月1日（日） 実技検定　　　　ゲレンデ

発表・閉会式　　スカイプラザ2F

合格者手続き　　スカイプラザ内

締 切 り
テクニカル クラウン 備考

受検料 3,000円 4,000円
受講料 5,000円 5,000円
公認料 3,500円 5,000円 合格の際に必要となります。

斜面設定
急斜面・ナチュラル
急斜面・ナチュラル
中急斜面・不整地
総合斜面・ナチュラル

備考

○ 受付けの際に、振込控えとテクニカルプライズ受検者は1級合格証(コピー可）を、
    クラウンプライズ受検者はテクニカルプ ライズ合格証(コピー可）を持参のこと。

2019年2月1日（金）

受検料

種目

SAJ規定通り
　プライズテスト　テクニカル／クラウン

実技種目
パラレルターン大まわり
パラレルターン小まわり
パラレルターン小まわり
フリー滑降

申込み
デジエントリーをご利用ください。

※申込が困難な方はSAK事務所までご相談ください。

日程

　8：00～8：30

　8：35～8：50

　9：30～

　9：00～

14：30～

※閉会式終了後

受検資格

①受検する年度のSAJ登録会員であること。

②テクニカルプライズ・テストを受検する者は、級別テスト1級を取得していること。

③クラウンプライズ・テストを受検する者は、テクニカルプライズを取得していること。

④受検する年度において、事前講習2単位・4時間を修了していること。ただし、加盟
　団体長が特に認める者は、これを免除する。

車山高原SKYPARKホテル　Tel 0266-68-2221

プライズテスト（テクニカル・クラウン）
（公財）全日本スキー連盟

（公財）神奈川県スキー連盟

2020年2月29日（土）～3月1日（日）

車山高原SKYPARKスキー場



主催 （公財）神奈川県スキー連盟 　　千葉県スキー連盟

期日 2020年1月25日（土）～1月26日（日）

会場 戸隠スキー場

本部 戸隠スキー場　戸隠高原ホテル内　TEL　0262-54-2525

1月24日（金） 20：30～21：００　シャルマン２階

1月25日（土）　7：30～8：00（時間厳守）　戸隠高原ホテル

開会式　　1月24日（金）　21：00～　シャルマン２階

競技開始（予選）　1月25日（土）　9：00～、 コール開始　8：45～

　　　　（決勝）   1月26日（日）　9：00～、 コール開始　8：45～

予選結果発表　　　1月25日（土）　20:00～、高原ホテル1F及びシャルマンに掲示

閉会式　  1月26日（日）  14：00～（総合表彰式）　戸隠高原ホテルレストラン

①SAK登録のＳＡＪスキー指導員及び準指導員、ＳＡＪ１級または同等以上の方

②オープン参加　ＳＡＪスキー指導員及び準指導員、ＳＡＪ１級または同等以上の方

ジュニア ①小学生4年生～高校生（保険加入、SAJ2級又は同等レベル、保護者の同意を得たもの

＜予選＞4種目　　　　　　　　＜決勝＞2種目　※予選カットラインは申込み後発表

①小回り（急斜面・整地・フリー）　  　   ①小回り（中斜面・不整地・フリー）

②大回り（総合斜面・フリー）       　　　 ②総合滑降（総合斜面・フリー）

③総合滑降（総合斜面・フリー）

④小回り（中斜面・規制）

＊マスターズ・ジュニアは、予選4種目1日の日程で競技を開催する。終了後成績発表

*競技種目及び、閉会式開始時刻は、運営上変更する場合があります。
　当日のプログラム、会場での掲示案内、アナウンス等に従ってください。

組別：組別は下記とし、年齢は2017年４月１日の年齢とする。

①男子１部（40歳未満）②男子２部（40歳以上）③男子３部（50歳以上）

①女子１部（40歳未満）②女子２部（40歳以上）

①男子１部（50歳～54歳）②男子2部（55歳～59歳）

③男子３部（60歳～64歳）④男子４部（65歳以上）

①女子１部（45歳～49歳）②女子２部（50歳以上）

ジュニア 男女共通：①小学生の部　②中学生の部　③高校生の部

男子上位10位まで、女子上位6位まで　予選から決勝までの総合点数

（同点の場合は、①決勝成績の上位者、の順で順位を決める）

マスターズは、各組別３位まで表彰する。

①男子２部、３部　上位3位まで　　　 ②女子２部、上位３位まで

③チーム対抗　男女各3位まで 男女別　男子3～5人女子2～3人　登録制(登録料:1,000円)

（登録者上位3名の予選総合合計点）　マスターズ混合チームでも参加可

申込み ①電子申込み　　②締切　2020年1月  6日（月）

 個人参加 ￥8,000／人、チーム対抗戦 \1,000／チーム、オープン参加 ￥8,000／人

【マスターズ】￥5,000　【ジュニア】\4,000

①種目、組別等の大会要項の詳細は、別途、SAKホームページにて公開いたします。

②全日本スキー技術選手権大会への派遣選手選考は、本大会の成績を参考とし、神奈川県

　推薦枠条件を含め委員会を開催し決定する。（SAK登録者のみ）

③宿舎は各自で宿舎へ申込みをして下さい。

⑤スタートコールに間に合わない場合は、その種目は失格となります。

⑥総合表彰、中間表彰には、オープン参加者は含みません。

  その他詳細は大会要項に準じて行ないます。

  安全のためヘルメットの着用を義務といたします。

※ 開催要項についての詳細は、後日SAKホームページに掲載します。

組別
マスターズ

総合表彰

予選成績
による
表彰

参加料

注意事項

組別
選手権

2020年 神奈川県・千葉県スキー技術選手権大会
（兼ＳＡＪスキー技術選手権大会選考会）

神奈川県・千葉県マスターズスキー技術選手権大会
神奈川県・千葉県ジュニアスキー技術選手権大会

受付

日程
（予定）

参加資格

種目
（予定）



コース名

集　合

会　場

本部宿舎

申込締切

Aコース

Bコース

Cコース

Ａ

Ａ

B

注意事項

2020年1月　日(金) 2020年1月　日(水) 2020年2月　日(金)

【指定選手】
指定選手の宿泊は、県連が一括手配いたします。やむを得ない事情がある場合担当理事へ連絡して下さ
い。

【一般選手・ジュニア】A合宿　個人で宿舎の手配をお願いいたします。

※Ｂ及びＣ強化合宿詳細については、県予選終了後指定選手宛連絡を致します。
代表選手は、必ず合宿へ参　　加出きる様、スケジュールの調整をして下さい。

参加資格
各コース

1級保持者、強化指定選手及び県予選会出場予定の一般選手

当年度全日本スキー技術選手権大会代表選手及び強化指定選手

第57回全日本スキー技術選手権大会に出場する県代表選手及びリザーブ選手

申込み

１．A合宿の申込みは、電子申込みのみとします。
２．A合宿参加ジュニアについては、護者の同意を受けたもの。
３．ジュニア選手の合宿は、引率責任者同行にて参加していただきますようお願いいたします。
４．C合宿については別途連絡をいたします。強化担当理事宛、直接申込みの予定。

参加料

指定選手:　免除、　一般参加選手￥3,000 ／1日

指定選手:　免除、　一般参加選手￥3,000 ／1日

指定選手:　免除、　一般参加選手及びジュニア選手:￥3,000 ／1日

※申し込み後に参加取り消しをされた場合、参加費の返金はいたしません。

戸隠スキー場 戸隠スキー場 白馬八方尾根スキー場

戸隠高原ホテル 戸隠高原ホテル 白馬ひふみ

　スキー技術強化合宿

2月29日（土）～3月1日（日）

1月18日(土)現地9:00集合 1月14日(金)現地9:00集合 2月29日(土)現地9:00集合

A合宿 B合宿 C合宿

期　日

2020年 2020年 2020年

1月18日(土)～19日（日） 2月14日(金)～2月16日（日）



主  催 山梨県スキー連盟・静岡県スキー連盟・千葉県スキー連盟・（公財）神奈川県スキー連盟

後  援 白馬五竜観光協会、（株）五竜、（株）大糸、（株）白馬47

期日 2020年3月7日（土）～3月8日（日）

会  場 エイブル白馬五竜

本  部 ペンション　ウルル　　℡　0261-75-2774

受　付 2020年3月7日（土）　7:20 ～ 8:00　エスカルプラザ

【開会式／選手会】　　　3月7日（土）8:00 ～ 8:30　エスカルプラザ内

【予選競技開始】　　　　3月7日（土）9:30 ～ 16:00（予選3種目）

【予選結果発表】　                        　 18:00 ～ 19:00　エスカルプラザ内

【決勝競技開始】　　　　3月8日（日）9:15 ～ 12:30（決勝２種目）

【表彰式／閉会式】　                         14:30 ～　　エスカルプラザ前

①ＳAJスキー・スノーボード指導員及び準指導員、SAJ１級または同等以上の者

②スキー・スノーボード傷害保険に加入している方

③小学生の部（参加資格は指定なし）

〈1日目〉　　　　　　　　　　〈2日目〉

①大回り（中斜面・整地）　　　①大回り（急斜面・整地）

②総合滑降（中斜面・整地）　　②小回り（急斜面・整地）

③小回り（中斜面・整地）　　　＊予選・決勝：いいもりゲレンデ

＊１　申し込み締め切り後、参加人数により種目運営等を変更する場合があります。

組別：組別は下記とし、年齢は2019年4月１日の年齢とする。

①男子１部（35歳未満）②男子２部（35歳～39歳）③男子３部（40歳～44歳）

④男子４部（45歳～49歳）⑤男子５部（50歳～54歳）⑥男子６部（55歳～59歳）

⑦男子７部（60歳～64歳）⑧男子8部（65歳～69歳）⑨男子9部（70歳以上）

⑩女子１部（30歳未満）⑪女子２部（30歳～39歳）⑫女子３部（40歳～49歳）

⑬女子４部（50歳以上）

⑭小学生の部（小学４年生～６年生）⑮中学生の部 ⑯高校生の部

⑰男子スノーボードの部 ⑱女子スノーボードの部

表　彰 決勝総合表彰（予選からの総得点）　男子、女子共各組　上位表彰（開会式で連絡予定）

第18回 環富士山スキー技術選手権大会

参加資格

日　程

(予　定）

競　技
種　目

（予定）

組　別



①デジエントリーをご利用ください。     締切り：2020年2月25日（火）厳守

②デジエントリーをご利用できない場合は、参加代金を添えて、ＳＡＫ事務所に直接申込
んで下さい。事務局に送付する場合は参加料と共に現金書留で申込みをしてください。

①　6,500円　　　　＊申込み後に参加取り消しをされた場合、返却はいたしません

②小学生の部の参加者の参加料は、無料といします。

③ファミリー割引　5,500円/人　　対象：　親子、夫婦、兄弟・姉妹等

※例　ご夫婦での参加の場合は、5,500円×２人＝11,000円での参加料となります。

注意事項 ①宿舎の予約は、必ず白馬五竜観光協会を通して申込んでください。

　　　Tel: 026１-75-3131  Ｆａｘ:0261-75-3926

②ビブは、受付時に配布します。

③スタートコールに間に合わない場合は、その種目は失格となります。

④その他詳細は当日の開会式にてお知らせいたします。

⑤参加者(出場者)は、ヘルメットの着用を義務付けます。

⑥参加者(出場者)は、スキ－傷害保険への加入を義務付けます。

更に、現地での怪我の応急処置は行いますが、それ以外は本人責任となります。

保険証は、必ず持参してください。

申し込み

参加料



主　　催

期　　日 2020年2月8日(土)～9日(日)

会　　場

9:00～9:30

エスカルプラザ

1日目 開会式　9:30～10:00

講習Ⅰ　10:00～12:00

講習Ⅱ　13:00～15:00

2日目 集合　　9:00

講習Ⅲ　9:30～11:30

閉会式　12:00～

講習内容

受講資格

4,000円（SAK非登録会員は6,000円）

※申込み後の取消は料金がかかります。締切日後の申込みは料金が異なります。

電子申込みでお申込みください。

締 切 日 2020年1月8日(水)

バックパックを必ずご用意ください。(必須とします。大きさは問いません。)

ビーコン、ゾンデ棒、スコップなどバックカントリーに必要な道具のある方はご用意く

ださい。

そ の 他 宿泊手配は五竜観光協会経由で手配してください。

参加する受講者は傷害保険の加入を義務付けます。万一講習中に、怪我が発生した場

合は応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

バックカントリースキー入門講習会
(公財)神奈川県スキー連盟

長野県・エイブル白馬五竜

本　　部 ペンション　ウルル

℡ 　0261-75-2774

申 込 み

持 参 物

受　　付

日　　程

日程は受講者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

バックカントリーを安全で楽しくできる方法と用具の使い方などをレクチャーします。

本年度のSAJ登録をしていること。＊所持資格は不問です。

受 講 料



主　　催

期　　日 2020年2月22日(土)～23日(日)

会　　場

8:30～9:00

石の湯ホテル

1日目 渋峠より芳が平を経て草津温泉へのバックカントリールートを滑走。

草津から迎えの車で志賀高原へ。

2日目 志賀高原の条件の良いフィールドを選んでセルフレスキューの講義、及び

簡単なサイドカントリールートの体験。

講　　師

講習内容

受講資格

定員6名

※ 募集定員に達した場合は、締切日前に申込み受付を終了する場合があります。　

18,000円（SAK非登録会員は20,000円）

※申込み後の取消は料金がかかります。締切日後の申込みは料金が異なります。

電子申込みでお申込みください。

締 切 日 2020年1月22日(水)

バックパックを必ずご用意ください。(必須とします。大きさは問いません。)

ビーコン、ゾンデ棒、スコップなどバックカントリーに必要な道具のある方はご用意く

ださい。

そ の 他 宿泊手配は石の湯ホテルで手配してください。

参加する受講者は傷害保険の加入を義務付けます。万一講習中に、怪我が発生した場

合は応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

日程は受講者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

日本山岳ガイド協会上級登攀ガイド　大雲 芳樹（SAK教育本部専門委員）

実際のフィールドへ出てバックカントリースキーの技術・知識を学びます。

自然のフィールドで自力移動、自力で起き上がることのできる人。

バックカントリースキーフィールド講習会
(公財)神奈川県スキー連盟

長野県・群馬県　志賀～草津ルート

本　　部 石の湯ホテル　長野県下高井郡山ノ内町大字平穏字志賀7148番地31号

℡ 　0269-34-2054

募集定員

受 講 料

申 込 み

持 参 物

受　　付

日　　程



主　　催 （公財）全日本スキー連盟

主　　管 （公財）神奈川県スキー連盟

期　　日 2020年1月18日(土)～1月19日(日)

会　　場 長野県　エイブル白馬五竜（五竜Ⅰ行事）

本部 ペンション　ウルル　　℡ 0261-75-2774

第１日目(土)　受付　   8:30～9:30（エスカルプラザ）

第２日目(日)　閉会式 13:00（予定）

日程は参加者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

参加資格 SAJ公認スキーパトロール資格所持者

参 加 料 SAK登録者:4,000円、他加盟団体登録者:6,000円

シクミネットからお申込みください。

書面による申込みの場合

【SAK登録者】申込書「安１号」をダウンロードして、必要事項を記入の上、

　　　　　　　締切日までにSAK事務所へ送付してください。FAXも可能です。

【他加盟団体登録者】全日本スキー連盟HPより全日本様式の申込み用紙に必要事項を

　　　　　　　　　　記入の上、締切日までにSAK事務所へ送付してください。

　　　　　　　　　　FAXおよび電子申込みはご利用いただけません。

書類不備のある場合は受付けいたしません。

締 切 日

①公認パトロール証　②SAJ会員証　③SAJ教育本部オフィシャルブック(当該年度版)

④日本スキー教程(安全編)　⑤筆記用具　⑥スキー用具　⑦三角巾・ロープ

研修会修了に必要な単位は実技4単位、理論2単位です。

宿泊手配は五竜観光協会経由で各自手配してください。

参加する研修者は傷害保険の加入を義務付けます。万一研修中に、怪我が発生した

場合は応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

そ の 他

公認スキーパトロール研修会

日程

申 込 み

2019年12月20日(金)

携行品



主催

会場

本部 ペンション　ウルル　　℡ 0261-75-2774

第１日目(土)　受付　   9:00～9:30（エスカルプラザ）

第２日目(日)　閉会式 12:00（予定）

日程は参加者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

SAJ公認パトロール受検者のための講習会

１．神奈川県スキー連盟に所属するSAJ登録会員であること。

目的 ２．男女とも受験年度の4月1日現在、20歳以上であること。

受講資格 ３．SAJ級別テスト１級以上であること。

４．赤十字救急員養成講習の検定合格者で有効期限内（取得後3年以内）であること。

５．その他、県連が認めた会員

救助に必要なスキー技術、アキヤ操法、ロープ操法、三角巾、

事故防止と応急手当の知識/技術の伝達等講習

15,000円

＊申し込み後に都合により参加を取り消された場合、返金はいたしません。

別紙、申込書「安１号」をダウンロードして、必要事項を

記入の上、下記締め切りまでに受講料を添えてＳＡＫ事務所へお申込みください。

締切：2019年12月20日(金)まで　

＊養成講習は合宿制とします、宿舎については役員から連絡いたします。

主催

期日

会場

理論講習　10:00～12:00、13:00～15:00

SAJ公認パトロール受検者のための理論講習会

※今年度の受験者は必ず参加してください。

携行品

別紙、申込書「安１号」をダウンロードして、必要事項を

記入の上、下記締め切りまでにＳＡＫ事務所へお申込みください。

締切：2019年10月18日(金)まで　

内容

オフィシャルブック、全日本スキー教程安全編

申し込み

申し込み

公認スキーパトロール養成講習会（理論）

(公財）神奈川県スキー連盟

2019年11月4日(土)

川崎市　カルッツかわさき

日程
受付　9:30～10:00

受講料

公認スキーパトロール養成講習会

(公財）神奈川県スキー連盟

期日
2019年11月4日(土)【理論】　詳細は下記（理論）参照

2020年1月18日(土)～19日(日)【実技】　

長野県　エイブル白馬五竜スキー場（五竜Ⅰ行事）

日程

内容

携行品
オフィシャルブック(当該年度版)、三角巾、ロープ（径９ｍｍ・長さ５ｍ）

スキー用具一式



主　　催 (公財）全日本スキー連盟

主　　管 (公財）全日本スキー連盟教育本部　安全対策委員会

期　　日 2020年2月28日(金)～3月1日(日)

会　　場 （第1）北海道 ルスツリゾート　（第２）福井県　九頭竜スキー場

（第1）ルスツリゾートホテル　℡ 0136-46-3331

（第2）国民宿舎パークホテル九頭竜　℡ 0779-76-2326

検定方法 検定会は合宿とする。

検定基準 ＳＡＪ公認スキーパトロール検定基準による。

１．受験する年度の4月1日現在、20歳以上の者。

２．ＳＡＪ級別テスト１級以上であること。

３．2019年度ＳＡＪ登録会員であること。

検定料 ￥10,000

１．検定合宿費用は、１泊２食　￥8,500程度を予定

２．リフト料金は個人負担（会場により変動あり）

３．合格時必要費用 公認料 ￥8,000

登録料 ￥1,000

バッジ代 ￥2,000

１．宿舎は、本部で用意してありますので、当日、受付までお越しください。

２．検定期間中の遅刻、早退及び欠課は原則として認めない。

３．申し込み後、受検取り消しの場合、受検料は返金しない。

４．各会場の本部宿舎は、当該年度オフィシャルブックを参照のこと。

５．開会式前日の宿泊を希望する者は、直接宿泊先に申し込むこと。

６．やむを得ず受検を取り消す場合は、必ず宿泊先にキャンセルの連絡をすること。

その他

１．「日本スキー教程安全編」「2020年度教育本部オフィシャルブック」
　　「2020年度資格検定受検者のために」筆記用具、保険証、スキー用具、ヘルメッ
　　ト、トレーニングウェア、ロープ（外径7.0～12.0mm，長さ5ｍ，材質はロープ
　　検定種目[日本スキー教程安全編] に適したもの1本）、
　　三角巾（105cm×105cm×150cm，2枚）、保護ガーゼ2枚、
　　止血帯用丸棒（直径12-15mm,長さ20-25cm程度）、アキヤボート流れ止め

SAJ公認スキーパトロール検定会

本部宿舎

受検資格 ４．有効期限内の赤十字救急員認定証の交付を受けているか、救急Ⅰ課程修了者（消防
　　学校において135時間以上の教育を受けた者）　、医師・看護師又は救急救命士の
　　資格を有すること。

５．神奈川県スキー連盟が行なう、パトロール検定受検のための雪上及び室内での
　　養成講習を終了し、会長より推薦された者。

申　込 シクミネットから申込み

参加費等

携行品

２．「会員証」「日赤救急員合格証」・「パトロール養成講習会修了証」は、会場受付
　　時に提示すること。



会　　場 会　　期 本部宿舎 受　　付

山形県
蔵王温泉スキー場

2020年
　3月21日（土）
　　～3月22日
（日）

最上高湯善七乃湯
℡ 023-694-9422

詳細はオフィシャル
ブック参照

石川県
白山セイモアスキー

場

2020年
　3月21日（土）
　　～3月22日
（日）

千丈温泉清流
℡076-273-3483

詳細はオフィシャル
ブック参照

研修会費

申し込み

　http://www.sak.or.jp

ＳＡＪ公認スキーパトロール研修会

¥4,000

シクミネットから申込み

スキー傷害アンケート協力依頼

　スポーツの性格上、ある程度の事故は起きる可能性があります。だからといって、見過ごしている
と取り返しのつかない大きな傷害事故を発生させてしまうこととなります。起きてしまったことを悔
やむより、結果を冷静に分析し、以降の活動に役立てたいと考えます。
　ついては、スキー傷害アンケート用紙提出を、会員の義務のひとつとしてとらえていただき、必ず
報告を頂くようお願い申し上げます。
　なお、個人情報保護のため、アンケートは無記名となっております。また、他の目的等に利用する
ことは一切ありませんので、正しくご記入ください。
　よろしくご協力くださいますようお願い申し上げます。

１）　調査対象
　　　各所属団体員若しくはその関係者
２）　傷害の対象
　　　○スキー中の全ての事故
　　　○スキー休息中の事故
　　　○宿舎及び移動中の事故
３）　アンケート及び報告方法
　　　○スキー傷害アンケート用紙　→　各団体にて記入→ＳＡＫ事務所へ提出してください。
　　　　（随時報告又は、シーズン終了時＝４月末までにお送りください）
　　　＊級別テスト実施行事については、級別テスト実施報告書にアンケート用紙を添付すること
　　　　になっております。

※アンケート用紙はSAKホームページよりダウンロードしてください。



教育本部スノーボード行事各種案内
1 スノーボード級別テスト

スノーボード級別テストはSAJ規約・規定に基づいた内容で実施します。開催日は午前が事前講習、

午後は実技検定を実施します。２級までは原則として講習内検定とします。1級を受検するには１単

位以上の事前講習受講が必要です。

　

2 スノーボードハイパー講習会

この行事は、SAJスノーボード級別テストに合格した上級者が、よりレベルアップできる内容とし

た講習会です。この行事の講師はSAJスノーボードデモンストレーターまたは、それに同等な指導者

が講師となります。この行事は公認スノーボード指導者研修会と公認スノーボード指導者養成講習会

を併催しています。

　

3 スノーボードプライズテスト

このテストはSAKが主催し、公認する技能テストです。受検するにはその年度の4月1日現在１5才

以上でSAJスノーボード1級以上の資格所持が必要で、さらに所定の事前講習の修了が必要です。

　

4 スノーボード指導者養成講習会・公認スノーボード準指導員・認定スノーボード指導員検定会

公認スノーボード準指導員および認定スノーボード指導員検定を受検するには、スノーボード指導者

養成講習会を受講し、所定の単位を修了することが必要です。また、受検するには受検年度の4月1

日現在で、公認スノーボード準指導員は、１８才以上でSAJスノーボード1級の資格所持が必要です。

認定スノーボード指導員については、１８才以上でSAJスノーボード2級以上の資格所持が必要です。

なお、SAKでSAJ会員登録している場合は、原則として、他道府県連主管の公認スノーボード準指導

員検定および認定スノーボード指導員検定を受検することはできません。

　

5 スノーボード指導者研修会・スノーボード検定員クリニック

スノーボード指導者は2年に1回以上の研修会出席が義務付けられています。

スノーボード検定員クリニックは、級別テストにおけるジャッジの目合わせをします。

SAKが許可するスノーボード級別テストの検定員は、この行事への参加が必須となります。

6 南関東スノーボード技術選手権大会・スノーボード技術強化合宿

南関東スノーボード技術選手権大会は、速いスピードの中で滑りの正確さ効率の良さ等を競う大会で

す。上位入賞者は、全日本スノーボード技術選手権へ推薦します。（但し、所定の資格が必要です。）

技術強化合宿は、大会出場に必要な滑走技術の習得・トレーニングを目的とした行事です。

全国大会出場者は第２回目の出席を必須とします。

7 傷害保険の加入について

各行事へ参加する場合は、事前に傷害保険に加入してください。万一、現地で負傷した場合の応急処置

は行いますが、それ以外の処置は参加者で行ってください。

8 ハンディキャップの対応について

聾唖の方の対応は、筆談になります。手話希望の場合は、受講者で事前に手配してください。

その他の対応については、行事申込み前にご連絡ください。

9 行事参加にあたって

地球温暖化防止のため、煙草の分煙化・ポイ捨て防止、公共交通機関の利用・車の相乗りをお願い

します。



して1,000円引いた額を返金いたします。

SAK以外で開催するスノーボード行事参加について

申込みの際には必ず、SAK事務局より申込みを行ってください。修了単位の定められている行事

については全ての単位を参加する加盟団体にて参加し修了してください。

SAKで欠落単位分の参加はできません。

申込み後の返金はできません。但し、雪不足等による行事中止の場合は、参加費用から諸経費と

ご注意ください。

デジエントリーでの申し込みのうち、PC・携帯等の接続環境のない方は電話による電子決済が可

可能です。電話による申込みの場合は参加料金とは別に取次手数料がかかります。　

TEL0570-01-5381　各行事定員に余裕がある場合に限り、締め切り後も募集をする場合があ

申込期限・変更について

スノーボード行事の締切り日は 、おおむね3週間前 とします。(但し、スノーボード級別テスト、

南関東スノーボード技術選手権大会等を除く。) 

原則として申込み後の変更はできません。参加を取り消しする場合はSAK事務所へお知らせくだ

返金について

さい。

ります。

ネットでの申し込みです。それ以外はデジエントリーでの申し込みとなります。

教育本部スノーボード行事各種申込について

申込み受付について

SAK教育本部スノーボード行事の申込みは、全て電子決済のみとなります。（一部行事を除く）

スノーボードハイパー講習会は公認スノーボード指導者研修会として参加の場合は、シクミ

SAJ主催とSAKが主管する行事はシクミネットで申し込みします。

SAKが主催する行事はデジエントリーでの申し込みとなります。



基本料金 現地受付

3,000円 5,000円

6,000円 8,000円

3,500円 5,500円

4,500円 6,500円

10,000円 12,000円

12,000円 当日受付無

6,000円 当日受付無

3,000円 5,000円

3,500円 5,500円

4,500円 6,500円

6,500円 8,500円

15,000円 不可

20,000円 不可

22,000円 不可

6,000円 8,000円

 

SAKスノーボード強化指定選手について

本年度のSAK教育本部 指定強化選手名簿は、別頁「SAK教育本部 指定強化選手名簿」にありま

すのでご覧ください。

派遣人数とは別に設定します。

派遣決定された選手はスノーボード技術強化合宿（第２回）の出席を必須とします。

[大会参加資格]

SAK登録で参加する年度の４月１日現在18歳以上であり、SAJスノーボード1級・公認スノーボー

ド準指導員・公認スノーボード指導員のいずれかの資格所持が必要です。

本年度のスノーボード技術強化行事

行事名 参加対象者

派遣人数は、SAJより割り当てされた人数を派遣します。また、各カテゴリ若干名の補欠選手を

第1回
南関東スノーボード技術選手権大会

全日本スノーボード技術選手権大会出場希望者

第2回 全日本スノーボード技術選手権大会出場者(SAK派遣選手)

第１回行事においては、参加対象範囲で参加に制限はありません。

第２回行事についは、全日本スノーボード技術選手権大会出場者全員参加対象とします。

全日本スノーボード技術選手権大会選手派遣について

SAKより、全日本スノーボード技術選手権大会への選手派遣は以下の要領で選出します。

[選考方法]

スノーボード技術強化行事について

スノーボードにおける技術強化行事は以下の要領で行います。

注3) 他加盟団体登録者の方で不明な点はSAK事務局まで問合せをお願いいたします。

指導者研修会

検定員クリニック

指導者養成講習会・理論 外国人登録者は別途料金

プライズテスト(事前講習) 受検には2単位が必要です。

〃　(研修会として参加)

スノーボード行事参加料金について

行事名 備　　考

級別テスト事前講習 １単位

　　　〃　　(テクニカル) 認定料4,000円

　　　〃　　(クラウン) 認定料5,000円

ハイパー講習会

〃　　　(雪上行事) 〃

〃　(他加盟団体登録者) 　

注2) スノーボード級別テストは各級ごとに料金を設定いたします。

指導者養成講習会・実技 〃

認定指導員検定会 　

公認準指導員検定会 外国人登録者は別途料金

技術強化合宿・一般 指定選手基本料金は無料

注1) 定員のある行事は、定員になった時点で受付を締切ります。

注2) 現地受付は定員の余裕のある場合に限り受付いたします。会期前にSAK事務局へお尋ねくだ

さい。



主　　催 (公財)全日本スキー連盟

主　　管 教育本部スノーボード部

期　　間 2020年1月18日(土)～19日(日)

会　　場 第2会場　長野県白馬五竜スキー場

[主任講師] SAJ教育本部スノーボード専門委員

[講　　師] スノーボードナショナルデモンストレーター（予定）

日　　程 詳細は、SAJ教育本部オフィシャルガイドブック(2020年度版)をご参照ください。

受講資格 未定

シクミネットからお申込みください。

締切日　2019年11月29日(金) 当日消印有効

受講料　16,000円

申込み時に傷害保険・賠償責任保険の加入が必要です。

受付締切日後の申込は一切受付されません。

申込み書後は、理由の如何由の如何を問わず、受講会場の変更と受講料の返還はできません。

そ の 他 行事参加にあたり、会場へは公的機関が発行する写真付身分証明書(パスポート・自動車運転免

許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。

宿泊は各自で手配してください。

申込み後にやむを得ず欠席する場合は、開催日前日までに必ずSAK事務局までご連絡ください。

この行事の要領は2019年9月１日現在の予定です。参加申込に際しては、教育本部オフィシャ

ルブック(2020年度版)にてご確認ください。

主　　催 (公財)全日本スキー連盟

期　　間 2020年2月21日(金)～2月23日(日)

第１会場　北海道　朝里川温泉スキー場

第２会場　長野県　鹿島槍スキー場

日　　程 詳細は、SAJ教育本部オフィシャルガイドブック(2020年度版)をご参照ください。

公認スノーボード指導員検定を受検には以下の項目に該当が必要です。

1.受検する年度の４月１日現在２1歳以上の者。

2.公認スノーボード準指導員の資格を取得してから（取得年を含まず）満２年以上を経過し、資

　格を維持している者。資格停止中の者は本年度の受検はできません。

3.加盟団体(各都道府県スキー連盟)が主催する公認スノーボード指導員養成講習会(理論2単位、

　実技 4単位、自主学習3単位)を、受検日までに修了し、修了証書によって証明された者。

申 込 み シクミネットからお申込みください。

締切日　2019年11月29日(金) 当日消印有効

受講料　20,000円

受付締切日後の申込は一切受付されません。

申込み書後は、理由の如何由の如何を問わず、受講会場の変更と受講料の返還はできません。

そ の 他 行事参加にあたり、会場へは公的機関が発行する写真付身分証明書(パスポート・自動車運転免

許証・マイナンバーカード等)をご持参ください。

宿泊は各自で手配してください。

申込み後にやむを得ず欠席する場合は、開催日前日までに必ずSAK事務局までご連絡ください。

この行事の要領は2019年9月１日現在の予定です。受検申込に際しては、教育本部オフィシャ

ルブック(2020年度版)にてご確認ください。

会　　場

受検資格

講　　師

スノーボード大学

申 込 み

公認スノーボード指導員検定会



主　　催

期　　日

会　　場

開催クラス

８:30～9:00

エスカルプラザゲレンデ側

開会式 ９:30～10:00

講習Ⅰ10:00～12:00

講習Ⅱ13:00～15:00

公認スノーボード指導者研修会理論15:30～17:30　

※指導者研修会理論は、資格所持の方で研修会修了扱い希望の方が対象です。

集　合 ９:00

講習Ⅲ 9:30～11:30

閉会式12:00～

日程は受講者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

SAJスノーボードデモンストレーター（予定）

講師は都合により変更することがあります。講師の指名はできません。

講習内容

※ 募集定員に達した場合は、締切り日前に申し込受付を終了する場合があります。　

※申込み後の取消は料金がかかります。締切り日後の申込みは料金が異なります。

締 切 日

スノーボードハイパー講習会

本　　部

受　　付

日　　程 1日目

2日目

滑走力向上クラス(公認スノーボード指導者研修会(既得者)修了希望者を含む)

「ペンションウルル」

TEL0261-75-2774

長野県　白馬五竜スキー場

2020年1月18日(土)～19日(日)

(公財)神奈川県スキー連盟

2019年12月28日(土)

申込み

講　　師

基礎スノーボード技術を中心とした滑走トレーニングおよび本年度指導者研修会テーマ

受講資格

募集定員

受 講 料

定員10名

公認スノーボード指導者またはスノーボード1級以上の資格を有する者

そ の 他

¥10,000

※但し、他団体のスノーボード有資格者およびスノーボード1級以上の資格者も参加を認めます。

宿泊手配は五竜観光協会経由で手配してください。

参加する受講者は傷害保険の加入を義務付けます。万一講習中に、怪我が発生した場合は

応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

但し、公認スノーボード指導者研修会修了希望者はシクミネットネットより申込みしてください。

※但し、公認スノーボード指導者研修会(既得者)修了希望者は\12,000-となります。

持 参 物

デジエントリーサイト申込みをしてください。PC・携帯等の接続環境のない方は電話による

電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次手数料がかります。

TEL 0570-01-5381　また、締め切日後の申込みは料金が異なります。

受付時に、公的機関が発行する写真付身分証明書(パスポート・自動車運転免許証・マイナンバ

ーカード等)をご提示ください。

他団体資格所持の方はその団体が発行するスノーボード1級合格証または指導者資格ライセンス

カードを持参してください。



主　　催

コ  ー ス

期　　日

会　　場

受　検　級

１級

2級

3級

4級

5級

締 切 日

持 参 物

そ の 他 受検者は傷害保険の加入を義務付けます。万一検定中に怪我が発生した場合は、応急処置

を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

締め切日後の申込みは料金が異なります。

また、申込み後の取消・返金はできません。

※申込み後のコース変更は1回に限り可能です。なお受検級の変更は不可とします。

1級を受検する際は、２級合格証を持参してください。合わせて公的機関が発行する顔写真

4.１級受検者は、2級所持並びに事前講習を修了している者に限ります。修了証は

　受付時に提示してください。当日の事前講習を受講する際は提示不要です。

3,000円 ※２級～５級は原則として講習内検定とします。事前講習の参加が必要となり

ます。検定受検の際は、下記の受検料金がかかります。受検料と合わせて申込みして

受　検　料

スノーボード級別テスト

長野県　車山高原スキー場

本　　部 「スカイパークホテル」

TEL0266-68-2221

(公財)神奈川県スキー連盟

2020年2月16日(日) 2020年3月29日(日)

Aコース(車山Ⅱ) Bコース(車山Ⅳ)

受　　付 8:30～ 9:15 9:00～ 9:30

スカイプラザ2F スカイプラザ2F 

受検資格

日　　程 集合　　　10:00 集合　　　　9:45

※スカイシティゲレンデ側 ※スカイシティゲレンデ側

事前講習　10:00～12:00

1.原則として指導の過程を経ていること。　

2.受検級は希望する級を受検できます。

事前講習　10:15～12:15

検定　　　13:15～ 検定　　　13:00～

合格発表　16:30　 合格発表　15:30　

日程は受検者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

3.受検者は、小学生以上とします。

事前講習

受 検 料

ください。

公　認　料

3,000円

3,000円

1,400円

1,300円

1,200円           500円    (800円)

       2,000円 (2,500円)

        1,500円 (2,000円)

        1,000円 (1,500円)

           800円 (1,000円)

受検料はSAKスキー・スノーボード統一料金です。

料金はSAJ会員料金、カッコは一般の料金です。公認料は合格時にかかります。

また、1級に合格した場合はSAJ会員登録が必要です。SAJ会員登録が行えない場合は

SAK事務所へご相談ください。

特に定めません。但し、検定開催に支障のある場合は、現地での当日受検申込みを制限

付身分証明書(パスポート・自動車運転免許証・マイナンバーカード等)をご提示ください。

申込み

2020年1月25日(土) 2020年3月7日(土)

募集定員

することがあります。

デジエントリーサイトより申込みをしてください。PC・携帯等の接続環境のない方は電話

かります。TEL 0570-01-5381　また、締め切日後の申込みは料金が異なります。

による電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次手数料がか



主　　催 (公財)神奈川県スキー連盟

期　　日 2020年2月15日(土)～2月16日(日)

会　　場 長野県　車山高原スキー場

「スカイパークホテル」

TEL0266-68-2221

受　　付 8:30 ～ 9:15 スカイプラザ2F 

【1日目】

開会式　　　　      9:15 ～ 9:45

事前講習Ⅰ　       10:15～12:15

事前講習Ⅱ　       13:15～15:15

【2日目】

検定　　　　　　   9:30～11:30

閉会・合格発表　 14:00～14:30

　　　合格者手続 14:30～15:30

実技種目と斜面設定

①ロングターン　　/　ナチュラル・急斜面

②ミドルターン　　/　ナチュラル・急斜面

③ショートターン　/　ナチュラル・急斜面

④フリーラン　　　/　ナチュラル・総合斜面

参加する年度の4/1現在、15才以上でSAJ会員登録(一時登録および仮登録可)が完了し、

かつ公認スノーボード指導員、公認スノーボード準指導員、スノーボード1級のいずれかの

資格を有する者。また、受検には所定の事前講習２単位修了が必要です。

※受検には、所定の事前講習２単位が必要です。(事前講習Ⅰ・Ⅱの受講が必要です。)

さらに、クラウンプライズ受検には、テクニカルプライズ資格が必要です。

定　　員 各コース合計20名までとします。

テクニカルプライズ：9,500円(事前講習6,000円、受検料3,500円)

クラウンプライズ：10,500円(事前講習6,000円、受検料4,500円)

※合格時に認定料：4,000円(テクニカル)、5,000円(クラウン)が必要です。

※申込み後の取消は料金がかかります。締切り日後の申込みは料金が異なります。

デジエントリーサイトより申込みをしてください。PC・携帯等の接続環境のない方は電話

による電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次手数料がか

かります。TEL 0570-01-5381　また、締切日後の申込みは料金が異なります。

締 切 日 2019年1月25日(土)

①公的機関が発行した写真付身分証明書(パスポート・自動車運転免許証・マイナンバーカード等)

②所持している級別テスト合格証(級別テスト1級またはSBテクニカル合格証)

このテストは、SAKが主催し公認するスノーボードプライズテストです。

受検の際は、基準および実施要領、規定をご確認ください。詳細はSAKホームページに掲載

します。また、参加申込みした方でご希望の方はSAK事務所にて配布もいたします。

宿泊の手配は各自で行ってください。

受検者は傷害保険の加入を義務付けます。万一検定中に怪我が発生した場合は、応急処置

を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

申込み

そ の 他

スノーボードプライズテスト

本　　部

日　　程

検定種目

参加資格

参 加 料

持 参 物



主　　催

主　　管

Aコース Bコース Cコース Dコース

(川崎+イエティ) (湯沢) (五竜Ⅰ) (車山Ⅳ)

理論:2019年11月4日(月) 2020年1月4日(土) 2020年1月18日(土) 2020年3月28日(土)

実技:2019年12月22日(日)  ～1月5日(日)  ～1月19日(日) ～3月29日(日)

既取得者のみ 既取得者・新規 既取得者のみ 既取得者・新規

理論:カルッツかわさき 理論・実技; 理論・実技; 理論・実技;

実技:静岡県 新潟県 長野県 長野県

スノータウンイエティ ガーラ湯沢スキー場 白馬五竜スキー場 車山高原スキー場

SAK事務局 越後湯沢温泉「大峰山荘」 ペンション「ウルル」 「スカイパークホテル」

TEL045-891-3907 TEL025-784-2375 TEL0261-75-2774 TEL0266-68-2221

理論:8:30ホール入口 8:50～9:20 ８:30～ 9:00 9:00～9:30

実技:8:30レストハウス内 カワバンガ(山麓駅)1F エスカルプラザゲレンデ側 スカイプラザ2F

20名 30名 10名 30名

申込み

締 切 日 2019年10月12日(土) 2019年12月14日(土) 2019年12月28日(土) 2020年3月7日(土)

持 参 物

終了・解散　15:50

Cコース

Cコースはスノーボードハイパー講習会併催で

2日間日程です。日程はスノーボードハイパー

講習会開催要領をご覧ください。

Bコース・DコースAコース

開会式　　　  ９:30～10:00

理論研修　　10:00～12:00

終了・解散　12:30

[理論]　2019/11/4 【既取得者(１日のみ)】　2020/1/4、3/27

実技研修Ⅱ　15:15～17:15

終了・解散   17:30

【新規取得者(2日間)】

開会式  　　　９:30～10:00

[実技]　2019/12/22

実技研修Ⅰ　10:00～12:00

参 加 料 6,000円

※コース変更は1回に限り可能です。

12,000円

そ の 他

①公的機関発行写真付身分証明書(SAK登録以外の方)　②SAJ教育本部オフィシャルブック

(2020年度版)Aコース(理論)とBコースで会場で若干数販売予定です。

※コース変更は不可です。
Cコース

但し、取消・返金はできません。また、締切り日後の申込みは料金が異なります。

シクミネットサイトより申込みをしてください。締め切日後の申込みは料金が異なります。

A・B・Dコース

参加する研修者は傷害保険の加入を義務付けます。万一研修中に、怪我が発生した場合は

募集定員

参加資格

※募集定員に達した場合は、締切り日前に申込み受付を終了します。

加盟団体は問いません。BコースとDコースは1日日程です。

[新規取得者] 新規公認スノーボード準指導員資格取得者(一般受検での合格した指導者対象です。

他団体資格所持による推薦での特別合格者を除く。)2日間日程です。

[既取得者]公認スノーボード指導員、公認スノーボード準指導員資格を有する者。登録している

会　　場

本　　部

受　　付

実技研修Ⅰ   11:00～12:00 

日　　程

[1日目] 上記と同日程

[2日目] 

理論研修Ⅱ　  9:00～11:00

実技研修Ⅱ   13:30～14:30 

終了・解散   14:45

実技研修Ⅱ　13:00～15:00

日程は参加者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

閉会式　　　15:10～15:40

開会式 　　　９:30～10:00

理論研修　　10:00～12:00

実技研修Ⅰ　13:00～15:00

公認スノーボード指導者研修会
(公財)全日本スキー連盟

(公財)神奈川県スキー連盟

期　　日

コ ー ス



そ の 他

応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。



主　 催

コ ー ス Aコース Bコース

期 　日 2019年11月4日(月) 2020年1月5日(日)

カルッツかわさき 新潟県　ガーラ湯沢スキー場

TEL044-222-5211 TEL025-785-6421

SAK事務局 越後湯沢温泉「大峰山荘」

TEL045-311-8907 TEL025-784-2375

 9:15～ 9:30 9:00～9:30

現地入口に掲示します。 カワバンガ(山麓駅)1F

開会式　　    13:00～13:30

クリニックⅠ 13:30～14:30 クリニックⅠ 10:00～12:00

クリニックⅡ 14:40～15:40 クリニックⅡ 13:30～14:30

終了・解散    16:00 終了・解散    15:00

締 切 日 2019年10月12日(土) 2019年12月14日(土) 

そ の 他 SAKにおけるスノーボード級別テストは、許可制となっており開催する場合はSAK事務所

へ開催申請を行ってください。なお、スノーボード級別テストの開催方法については、総務

本部のページに開催要領があります。そちらをご参照ください。

SAKで許可する級別テストのすべて検定員はスノーボード検定員クリニック出席し、

修了した指導者に限られます。これらの条件の満たしていない検定員での開催申請および

級別テストを開催した場合は、その級別テストは無効となりますのでご注意ください。

また、級別テスト開催後は報告書を忘れずにSAK事務所へご提出ください。

2018年度よりスノーボード実技検定の規約・規程が一部改正されています。

級別テスト検定員として、携わる指導者の方は新検定種目に対応できますようこの行事へ

の参加をおすすめいたします。

申込み デジエントリーサイトより申込みをしてください。PC・携帯等の接続環境のない方は電話

による電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次手数料がか

かります。TEL 0570-01-5381　また、締め切日後の申込みは料金が異なります。

持 参 物 ①初回の方は、受付時に公的機関が発行した写真付身分証明書(パスポート・自動車運転免

　許証・マイナンバーカード等)を提示してください。

②過年度に級別テスト検定員クリニック参加者は修了証カード

③SAJスノーボード教程(2016/11発行)　

④SAJ教育本部オフィシャルブック(2020年度版)

③と④の持参物については、11月初旬から1ヶ月間程度SAK事務所とAコース当日の会場

において若干数を販売予定です。

参加資格 公認スノーボード指導員および公認スノーボード準指導員資格を所持者で、本年度または

昨年度のスノーボード指導者研修会に参加し修了している者。

参 加 料 3,000円

※申込み後のコースの変更は1回に限り可能です。但し、取消・返金はできません。

また、締切り日後の申込みは料金が異なります。

日 　程

日程は参加者数等により変更する場合があります。

スノーボード検定員クリニック
(公財)神奈川県スキー連盟

会　 場

本 　部

受　 付



主　　催

※この行事はスノーボード

ハイパー講習会内で実施します。

2020年1月3日(金) 2020年1月18日(土)

　　　　　　  ～1月5日(日) 　　　　　　  ～1月19日(日)

カルッツかわさき 新潟県　ガーラ湯沢スキー場　 長野県　白馬五竜スキー場

TEL044-222-5211 TEL025-785-6543 TEL0261-75-2101

SAK事務局 越後湯沢温泉「大峰山荘」 ペンション「ウルル」

TEL045-311-8907 TEL025-784-2375 TEL0261-75-2774

9:15～9:30 8:50～9:20 8:3０～9:0０

現地入口に掲示します。 カワバンガ(山麓駅)1F エスカルプラザゲレンデ側

開会式   9:30～10:00 【1日目】 【1日目】

理論    10:00～12:00　 理論    13:00～15:00 開会式　 9:00～ 9:30

理論　 13:00～15:00　 理論　 15:00～17:00　 実技Ⅰ 10:00～12:00

演習　 15:00～16:00　 【2日目】 実技Ⅱ 13:00～16:30

閉会式 16:00～16:30 開会式  ９:30～10:00 【2日目】

解散    16:30 実技Ⅰ 10:00～12:00 実技Ⅲ　9:00～11:30 

実技Ⅱ 13:00～16:30 閉会式 12:00～12:30

【3日目】 解散    12:30

実技Ⅲ　9:00～11:30 

閉会式 12:00～12:30

解散    12:30

日程は受講者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります

公認スノーボード指導員受検

公認スノーボード準指導員受検

[実技]　6,500円 

(※外国語通訳希望の場合は13,000円)

[理論]　4,500円

 (※外国語通訳希望の場合は9,000円)

※申込み後の取消・返金はできません。また、締切り日後の申込みは料金が異なります。

定　  員 20名 実技20名、理論若干名 実技20名、理論若干名

締 切 日 2019年10月12日(土) 2019年12月14日(土) 2019年12月28日(土)

養成講習会を修了するには、実技4単位、理論2単位、自主学習2単位の取得が必要です。

全単位取得時に修了証を発行します。 ※自主学習の詳細については、別途指示します。

参加する受講者は傷害保険の加入を義務付けます。万一講習中に、怪我が発生した場合は応急

処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

Bコース(湯沢)・実技4単位 Cコース(五竜Ⅰ)・実技4単位

受　　付

公認スノーボード指導者養成講習会
(公財)神奈川県スキー連盟

期　　日 2019年11月4日(月)

会　　場

本　　部

コ ー ス Aコース(川崎)・理論２単位

Dコース(湯沢)・理論2単位

[理論]　3,500円
(※外国語通訳希望の場合は7,000円)

受 講 料

[実技]　10,000円
(※外国語通訳希望の場合は20,000円)

日　　程

参加資格 公認ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ準指導員取得後2年経過した者。(取得年度含まず)

昨年度までにSAJスノーボード級別テスト１級を取得した者。

そ の 他

理論の単位を取得するには、Aコースまたは、Dコースの受講が必要です。

実技の単位を取得するにはBコースまたは、Cコースの出席が必要です。ご注意ください。

申込み デジエントリーサイトより申込みをしてください。PC・携帯等の接続環境のない方は電話に

よる電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次手数料がかかり

ます。TEL 0570-01-5381　また、締め切日後の申込みは料金が異なります。

共通持参物については、11月初旬から1ヶ月間程度SAK事務所とAコース当日の会場において

若干数を販売予定です。

①公的機関が発行した写真付身分証明書(パスポート・自動車運転免許証・マイナンバーカード等)

①SAJスノーボード教程(2016/11発行)　②SAJ教育本部オフィシャルブック(2020年度版)

持 参 物



主　　催

行　　事

コ ー ス Dコース

2020年1月4日(土) 2020年3月28日(土)

～1月5日(日)　

新潟県 長野県

ガーラ湯沢スキー場 車山高原スキー場

越後湯沢温泉「大峰山荘」 「スカイパークホテル」

TEL025-784-2375 TEL0266-68-2221

8:50～9:20 9:00～9:30

カワバンガ(山麓駅)1F スカイプラザ2F

実技講習Ⅲ   9:00～11:00

閉会式　　 12:00～12:30

理論講習Ⅲ 13:30～15:00

参加資格

および

受検資格

募集定員

料　　金 6,000円(受講料)

受 検 料 ※申込み後の取消・返金はできません。また、締切り日後の申込みは料金が異なります。

検定合格

時公認料

講習会

研修会

申込み

方法

および

出願方法

締 切 日 2019年12月14日(土) 2020年3月7日(土)

検定会
研修会　

そ の 他

持 参 品

日　　程

日程は受講者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

理論研修　　10:00～12:00

実技研修Ⅰ　13:00～15:00

実技研修Ⅱ　15:15～17:15

終了・解散   17:30

検定会　[1日目]

開会式　　    9:15～  9:45

理論検定　    9:00～10:30

期　　日

[2日目]

認定スノーボード指導員養成講習会・検定会・研修会

受　　付

本　　部

(公財)神奈川県スキー連盟

新潟県

ガーラ湯沢スキー場

越後湯沢温泉「大峰山荘」

TEL025-784-2375

8:50～9:20

カワバンガ(山麓駅)1F

Bコース
養成講習会

9:00～9:30

スカイプラザ2F

2020年1月4日(土)

会　　場

開会式　　   9:30～10:00

理論講習Ⅰ 10:00～11:00

実技講習Ⅰ 11:00～13:00

実技講習Ⅱ 14:00～16:00

TEL0266-68-2221

2020年2月15日(土)

～2月16日(日)　

長野県

車山高原スキー場

「スカイパークホテル」

1.本年度のSAJ登録会員であること

3.SAJスノーボード2級レベルであること。なお、認定スノーボード指導員受検には検定会

　までSAJスノーボード2級(または1級)の資格取得が必要です。

2.男女とも、受検する年度の4月1日現在18歳以上の者

養成講習会　[1日目]

実技講習   13:15～15:15

理論講習Ⅱ 16:00～17:00

　　　　合格者手続14:30～15:00

※理論検定はレポート作成とします。

研修会　[1日のみ]

[2日目]

実技検定     9:00～10:30

※実技検定は講習形式とします。

閉会式・合格発表　14:00～14:30

開会式 　　　９:30～10:00

認定スノーボード指導員制度は、SAK資格となります。

この資格を取得するには、上記の養成講習会検定会に出席が必要です。

合格時は公認料として以下の料金がかかります。

①公認料10,000円　②年次登録料1,000円

4.SAJが認めた外国人の方も受講できます。

各行事とも10名　※募集定員に達した場合は、締切り日前に申込み受付を終了します。

宿泊の手配は各自で行ってください。

手数料がかかります。TEL 0570-01-5381　

15,000円(受検料) 6,000円(参加料)

の上、所属団体・スキー協会経由でSAK事務局へ(コピー2部を添付)送付してください。

[養成講習会・研修会]　デジエントリーより申込みしてください。PC・携帯等の接続環境の

ない方は電話による電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次

また、締め切日後の申込みは料金が異なります。申込後の取消・返金はできません。

[検定会]所定の検定願書(SB教3号)をSAKホームページからダウンロードし、必要事項を記入

受検申込みは締切り日後の受付はいたしません。締切期日に余裕をもって申込みしてください。

①公的機関発行顔写真付身分証明書　②スノーボード2級または1級合格証(研修会は不要)

2019年12月14日(土)

③SAJスノーボード教程(2016/11発行)　④教育本部オフィシャルブック(2020年度版)

2020年1月25日(土)



そ の 他

参加する受検者は傷害保険の加入を義務付けます。万一講習中に、怪我が発生した場合は応急処置

を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。



主　　催

主　　管

期　　日

会　　場

本　　部

受　　付

開会式　　　             9:15～ 9:45

理論検定　             10:30～12:00

実技検定　             13:30～15:00

実技検定　               9:30～11:00

閉会式・合格発表　 14:00～14:30

　　　　合格者手続 14:30～15:00

30,000円です。

出願方法

そ の 他 宿泊の手配は各自で行ってください。

参加する受検者は傷害保険の加入を義務付けます。万一講習・検定中に、怪我が発生した

場合は応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。

SAKで登録しているSAJ会員は、他加盟団体で主管するスノーボード準指導員受検は、

原則として認めません。

持 参 品 ①受付時に公的機関が発行した写真付身分証明書(パスポート・自動車運転免許証・マイナン

③スノーボード指導員養成講習会修了証　④SAJスノーボード教程(2016/11発行)　

⑤教育本部オフィシャルブック(2020年度版)

　バーカード等)を提示してください。②スノーボード１級合格証

シクミネットサイトより申込みをしてください。締め切日後の申込みは料金が異なります。

締 切 日 2020年1月25日(土)　※締切り日後の受付はいたしません。

※締切り日後の受付はいたしません。

他行事と申込み方法が異なります。締切期日に余裕をもって申込みしてください。

　・理論2単位)を受講し、修了証をもって証明された者。単位の不足している場合は受検

　　できません。自主単位分については所定の書式にて検定日に提出してください。　

受 検 料 20,000円　※SAK登録者以外の受検者は22,000円です。外国語対応を希望する受検者は

※申込み後の取消・返金はできません。　

合格時は公認料として以下の料金がかかります。

①公認料15,000円 ②年次登録料1,000円 ③バッジ代2,000円 

※SAK登録以外の受検者で合格した場合、登録する加盟団体にて公認料を納付となる場合

があります。合格手続き時にお尋ねください。

受検資格 1.本年度のSAJ登録会員であること

2.男女とも、受検する年度の4月1日現在18歳以上の者

3.前年度までにSAJスノーボード1級を取得していること

4.受検日までにSAJに加盟する団体が主催するスノーボード指導員養成講習会(実技4単位

 8:3０～9:15　スカイプラザ2F　

日　　程 1日目

2日目

日程は受検者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。　

「スカイパークホテル」　TEL0266-68-2221　

公認スノーボード準指導員検定会
(公財)全日本スキー連盟

(公財)神奈川県スキー連盟　

2020年2月15日(土)～2月16日(日)　

長野県　車山高原スキー場　



主　  催

協　  力

期　  日

会　  場

本　  部

受　  付

  8:00～  8:45 受付(場所は後日ホームページ電子申込サイト等にて掲載)

  9:00～  9:30 開会式

10:00～12:00 競技

13:00～15:00 競技

  9:00～          競技

15:00～          閉会式・表彰式(予定)

開催部門

参 加 料

締 切 日 2020年1月18日(土)　※締切後のお問合せは、SAK事務所までお尋ねください。

そ の 他 この大会参加者は、ヘルメットの着用と傷害保険の加入を義務付けます。

万一競技中に、怪我が発生した場合は応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で

で行ってください。 

2019年1月4日(土)まで 10,000円  2020年1月5日(日)以降 11,000円

申込後の取消・返金はできません。また、締切り日後の申込は料金が異なります。

申込み デジエントリーサイトより申込みをしてください。PC・携帯等の接続環境のない方は電話

による電子決済が可能です。 電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次手数料がか

かりります。TEL 0570-01-5381　また、締め切日後の申込みは料金が異なります。

表　　彰 各カテゴリ1位から6位を表彰します。(出走数が6名以下の場合は出走数の50%までを

表彰します。)また、SAK登録の参加選手は各部門の上位入賞者を全日本スノーボード

技術選手権大会へ推薦します。但し、出場資格と推薦条件は別途定めます。

全日本大会派遣にあたり「スノーボード技術強化合宿(Bコース)」の参加を必須とします。

参加資格 技術選手権大会に出場できる滑走能力があること。SAJ会員登録、級別テスト資格、

指導者資格の有無は不問です。但し、18歳未満の選手は保護者の承諾書が必要です。

（承諾書は事前にSAKホームページからダウンロードするか当日受付にて記載し提出してく

ださい。)

採点方法 公開制による5審3採制で全種目の合計点で順位を決定します。

全種目を消化できなかった場合は1種目以上で順位を決定します。

成　　績 開催する種目の合計ボイントとします。合計ポイントが同ポイントの場合は、全日本スノーボー

ーボード選手権大会と同じ取扱いで順位を決定します。

アルペン男子・アルペン女子・フリースタイル男子・フリースタイル女子

競技種目 [第1日目]1コートで予定します。

[第2日目]2コートで予定します。

※大会種目は後日ホームページおよび電子申込サイト等で発表します。

競技種目は、都合により変更することがあります。

日　  程 １日目

２日目

日程は参加者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。

第20回南関東スノーボード技術選手権大会
第17回全日本スノーボード技術選手権大会南関東ブロック・北関東ブロック合同予選会（予定）

(公財)神奈川県スキー連盟

共　  催
(一財)東京都スキー連盟、千葉県スキー連盟

北関東ブロック各加盟団体(予定)

株式会社P&C尾瀬

2019年1月26日(土)～1月27日(日)

群馬県 スノーパーク尾瀬戸倉

「尾瀬高原ホテル」　TEL0278-58-7511

下記の日程表をご確認ください。受付は原則として本人が行ってください。



主　  催 (公財)神奈川県スキー連盟

コ － ス Bコース

期　  日 2020年2月8日(土)～2月9日(日)

会　  場 新潟県　上越国際スキー場

「リゾートハウス　オカムラ」

TEL025-782-1488

受　  付 9:00～9:30　ホテル正面玄関前 9:00～9:30　アネックスリフト券売場前　

開会式   9:30～10:00 開会式   9:30～10:00

練習Ⅰ 10:00～12:00 練習Ⅰ 10:00～12:00

練習Ⅱ 13:00～15:00 練習Ⅱ 13:00～15:00

練習Ⅲ   9:00～11:30 集　合   ９:00

閉会式 11:30～12:00 練習Ⅲ   9:30～11:30

練習Ⅳ 13:00～14:00 練習Ⅳ 12:30～14:30

解散    14:10 閉会式 15:00～

目　　的

Bコース 

締 切 日 2020年1月27日(月)

スノーボード技術強化合宿

Aコース

2020年1月11日(土)～1月12日(日)

群馬県 スノーパーク尾瀬戸倉

本　  部 「尾瀬高原ホテル」

TEL0278-58-7511

参加資格
Aコース

南関東スノーボード技術選手権大会出場選手 

および、全日本スノーボード技術選手権大会出場目標選手 

全日本スノーボード技術選手権大会神奈川県代表選手

日　　程 1日目

2日目

日程は参加者数・天候・ゲレンデ状況等により変更する場合があります。 

スノーボード技術選出場に必要な滑走技術の習得と向上を目的とします。

参 加 料 6,000円

強化指定選手は別途定めた料金とします。 

申込み後のコース変更は、１回に限り可能です。但し、取消・返金はできません。

申込み デジエントリーサイトより申込みをしてください。

PC・携帯等の接続環境のない方は電話による電子決済が可能です。

電話による申し込の場合は参加料金とは別に取次手数料がかかります。

TEL 0570-01-5381

2019年12月21日(土) 

そ の 他 Bコースは、全日本スノーボード技術選手権大会神奈川県代表選手は 必須 とします。

全国大会参加に向けて重要事項の伝達があります。出席しない選手については、次回大

会以降代表選手としての推薦をしないことがあります。

指定選手外の方は、各技術選手権大会の成績向上に向けて、両コースへの参加を推

奨します。

宿泊の手配は各自で行ってください。 

この行事参加する者は傷害保険の加入を義務付けます。万一練習中に、怪我が発生した

場合は応急処置を行いますが、それ以外の処置等は本人で行ってください。 


