
1 強化講習会  表　　　彰 賞状の外小中学生に賞品、他に賞金を授与する。

* 会　　　期 2016年1月16・23・30日・2月6日 男子　優勝から６位まで賞金

会　　　場 赤倉スキー場 女子　優勝から３位まで賞金

参加資格 各種検定希望者 その他飛び賞を用意する。

参　加　料 5,000円 申込受付 2016年2月1日（月）～2月18日（木）

講　　　師 宮川　　智 熊谷　英彦 宮下　利夫 内藤　久史 申　込　先 申込書に参加料を添えて大会事務局へ

高橋　　広 河野　和弘 川尻雄太郎 　　　　949-7104南魚沼市寺尾1475 　五日町スキー場内

庶　　　務 田代久美子 　　　　中越スキー技術戦事務局　　FAX　025-776-2506

申　込　先 赤倉スキー学校　0255-87-3120 参　加　料 小中学生 2,000円

講習時間 午前9時30分～午後3時30分 一般　　10,000円

* 会　　　期 2016年4月17日（日）   *   その他詳細は下記アドレスにてご覧下さい。

会　　　場 シャルマン火打スキー場        http://WWW.yukiguni.jp/itukamachi/

参　加　料 5,000円 電話での応対はできません。

参加資格 各種検定希望者 4
講　　　師 青木　大輔 青木　美和 本田　佳祐 会　　　期 2016年4月2日（土）　受付10時～12時

庶　　　務 峰村　恭子 ｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ 13時～15時

申　込　先 宮川　　智　　　0255-86-3353 2016年4月3日（日）　９時 競技開始

講習時間 午前9時30分～午後3時30分 会　　　場 苗場スキー場

2 参加資格 ①傷害・賠責保険加入済みの者

会　　　期 2016年2月27日（月）～28日（火） ②大会当日小学生以上である者

会　　　場 糸魚川シーサイドバレー 組　　　別 ①ジュニア　中学生まで

役　　　員 高波　　徹 布施　孝司 ②一般　高校生以上で全国大会入賞者は除く　

③エキスパート　参加資格制限なし

1 強化合宿 定　員 男子　１００名、女子　５０名の予定

会　　　期 2015 年12月14日（月）～16日（水） 種　目 4/2　受付で発表

会　　　場 かぐら・みつまたスキー場 表　 彰 表彰状のほか（予定）

参　加　費 3,000 円 ①ジュニア　男子、女子とも6位まで賞品

申込お問い合わせ　後藤  teamgs7@gmail.com ②一般男子6位までと、一般女子及び

　　エキスパートは3位まで賞金

2 正･準指導員養成講習会 申込受付 2016年3月15日（火）～25日（金）

会　　　期 2016年2月20日（土）～21日（日） 申 込 先　 申込書に参加料を添えて大会事務局へ

会　　　場 五日町スキー場 　〒　949-6292　湯沢町三国202　苗場スノースクール

参加資格 SAJ会員て゜クラブ長が推薦する者。 　　　　中越ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ技術戦事務局　℡ 025-789-4969

講習時間 午前9時30分～午後4時 参加料

申　込　先 949-7104南魚沼市寺尾1475

五日町スキー学校 ③その他　　　　　5,000円

受　　　付 スキー学校受付　　9時～9時30分

申込締切 2016年2月18日(木）

参　加　料 5,000円 5
「スキーにいがた」綴込みの用紙で申込む事。

講　　　師 樋口　秀幸

庶　　　務 田中　利彦 ①スキー

3 中越スキー技術戦 会　　　期

会　　　期 2016年2月20日（土） 2016年4月3日（日）

ｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ のみ　 13時～15時 会　　　場 苗場スキー場

ＴＣＭ　　   　 16時～　第一ハウス2Ｆ 責　任　者 杉本　隆一

2016年2月21日（日）  9時競技開始予定 主　　　任 後藤　伸昭

会　　　場 五日町スキー場 講　　　師 水落　亮太 岡田　　慎 金子あゆみ 栗山　未来

責　任　者 杉本　隆一 申込受付 2016年3月15日（火）～25日（金）

役　　　員 後藤　伸昭 片山　秀斗 水落　亮太 岡田　　慎 申　込　先 申込書に参加料を添えて大会事務局へ

大森　宏樹 志田　孝太 宮田　　智

参加資格 ①過去にＳＡＪ技術選（これと同等な大会）に

　参加した者は除く。 参　加　料 10,000円

②傷害・賠責保険加入済みの者 定　　　員  50名

組　　　別 ①小学生の部　②中学生の部　③青年の部 そ　の　他 県連教育本部及び苗場スキー場のホームページを

④成年の部　④シニアの部 ご覧ください。

地区協議会教育部行事計画　2015.10 ～ 2016. 5
上越地区協議会

中越地区協議会

中越スノーボード技術戦

上越スノーボード技術戦

①ジュニア　　2,000円

②新潟県連所属ＳＡＪ登録会員　　3,000円

　　　　　　その他詳細は事務局にＦＡＸでお問い合わせください

　　　　　　　　 電話での応対はできません。

 15時　閉会

　〒　949-6292　湯沢町三国202　苗場プリンスホテル内

　　トッププレーヤーと滑ろう事務局　℡ 025-789-4117

”トッププレーヤーと滑ろう”
県内のトッププレーヤーが、小学5年生以上シニアまで

最新技術を親切、丁寧にそして易しく指導します

2016年4月2日（土） 　9時　開会



 
会　　　期 2016年4月2日（土）

2016年4月3日（日）  15時　閉会

会　　　場 苗場スキー場

申込受付 2016年3月15日（火）～25日（金）

申　込　先 申込書に参加料を添えて大会事務局へ

参加料 5,000円

定　員  50名

1
① 会　　　期 2016年1月3日（日）

時　　　間 19：00～21：00

会　　　場 二王子スノーパーク・ニノックス

② 会　　　期 2016年1月10日（日）

時　　　間 19：00～21：00

会　　　場 二王子スノーパーク・ニノックス

③ 会　　　期 2016年1月23日（土）

時　　　間 19：00～21：00

会　　　場 三川温泉スキー場

④ 会　　　期 2016年1月30日（土）

時　　　間 19：00～21：00

会　　　場 胎内スキー場

⑤ 会　　　期 2016年2月14日（日）

時　　　間 19：00～21：00

会　　　場 胎内スキー場

⑥ 会　　　期 2016年3月19日（土）

時　　　間 19：00～21：00

会　　　場 二王子スノーパーク・ニノックス

　　受講料は1回2,000円。

2
会　　　期 2016年3月20日（日）

会　　　場 二王子スノーパーク・ニノックス

3 下越スノーボード技術戦
会　　　期 2016年3月5日（土）～6日（日）

会　　　場 胎内スキー場

4 スノーボードナイター講習会
会　　　期 2016年1月23日（土）

時　　　間 19：00～21：00

会　　　場 三川温泉スキー場

下越地区協議会

②スノーボード

　9時　開会

　　その他詳細は各会場スキー学校へ。

下越スキー技術選手権

〒　949-6292　湯沢町三国202　苗場プリンスホテル内

　トッププレーヤーと滑ろう事務局　℡ 025-789-4117

基礎スキーナイター講習会

受付は会場のスキー学校で講習開始30分前より20分間。


