
2018/2019　（公財）新潟県スキー連盟　教育部行事予定
＜スキー研修会・クリニック＞

時　間 場　所
主任教師研修会 長野県　湯の丸 2018/11/28～30(水～金） 湯の丸高原ホテル 13:30 ロビー付近 14:30 11/10 ¥10,000 1 学校主任

技術員研修会 長野県　湯の丸 2018/11/28～30(水～金） 湯の丸高原ホテル 13:30 ロビー付近 14:30 11/10 ― 2 ブロック技術員

本部研修会 苗場スキー場 2018/12/13～14（木金） 苗場プリンスホテル 9:00 本館フロント付近 10:00 11/17 ― 3
スキー指導者研修会　理論　中之島会場 長岡市中之島文化センター2018/12/1（土） ― 11:00 入口ロビー付近 13:00 11/17 ¥5,500 4
スキー指導者研修会　理論　苗場会場 苗場スキー場 2018/12/14（金） 苗場プリンスホテル 11:30 本館フロント付近 13:00 11/17 ¥5,500 5
スキー指導者研修会　実技　教師・指導者研修会 苗場スキー場 2018/12/15～16(土日) 苗場プリンスホテル 8:30～9:30 本館フロント付近 10:00 11/17 ― 6
スキー指導者研修会　(ＳＢ全日本技選）（実技のみ）上越国際スキー場 2019/3/1～3(金～日) ホテルグリーンプラザ上越 7:30～8:00 美奈日帰りセンター 8:00　各競技コート 11/17 ― 7 役員終了扱い

スキー指導者研修会　理論・実技　胎内会場 胎内スキー場 2019/3/15～17（金～日） ロイヤル胎内パークホテル 11:00～12:30スクール 13:00 3/6 ¥5,500 8
検定員クリニック　　教師・指導者研修会併設 苗場スキー場 2018/12/16(日) 苗場プリンスホテル 11:00～12:30本館フロント付近 13:00 11/17 ¥3,200 9
検定員クリニック　　検定員検定併設 関温泉スキー場 2019/3/24（日） 山の湯せきぜん 8:00～9:30 スクール 9:30 3/6 ¥3,200 10

＜検定会・養成講習会＞

時　間 場　所
スキー指導員検定会 (第３会場） 群馬県　鹿沢スノーエリア 2019/2/22～24（金～日） 11/23 ¥20,000 11 県連締切

スキーＡ級検定員検定会（第３会場） 群馬県　鹿沢スノーエリア 2019/2/23～24（土日） 11/23 ¥5,000 12 県連締切

14日16時～17時　　　　　

15日 8時～8時半

Ｂ級　検定員検定 3/7 ¥4,200 14
C級　検定員検定 3/7 ¥4,200 15
正指・準指・養成講習会 理論・実技　① 2019/1/19～20(土日） 前日　17:00～17:45 ¥21,000 16
　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　② 2019/2/2～3　　（土日） 当日　8：00～8：45 ¥16,000 17 実技のみ

スキーパトロール検定（第２会場） 長野県　一ノ瀬ダイヤモンド 2019/3/8～10（金～日） 2018/2/16～18（金～日） ホテルこだま 11/24 ¥10,000 18 県連締切

スキーパトロール養成講習会 関温泉スキー場 2019/1/19～20(土日） 山の湯せきぜん 8:00～8:45 本部　山の湯せきぜん 9:00 1/10 ¥10,500 19
台湾交流事業 上越国際スキー場 2019/1/21～24(月～木 ） ホテルグリーンプラザ上越 スクール付近 10:00 20

＜スノーボード研修会・クリニック＞

時　間 場　所
スノーボードブロック技術員研修会 長野県　湯の丸 2018/11/28～30(水～金） 湯の丸高原ホテル 13:30 ロビー付近 14:30 11/10 ― 21 ブロック技術員

スノーボード本部研修会 苗場スキー場 2018/12/13～14（木金） 苗場プリンスホテル 9:00 本館フロント付近 10:00 11/17 ― 22
スノーボード指導者研修会　理論・実技 苗場スキー場 2018/12/15～16(土日) 苗場プリンスホテル 9:00～9:30 本館フロント付近 10:00 11/20 ¥5,500 23
スノーボード指導者研修会　(SB全日本技選） 上越国際スキー場 2019/3/1～3(金～日) ホテルグリーンプラザ上越 7:30～8:00 美奈日帰りセンター　　　　　　　　　8:00　各競技コート 2/20 ¥5,500 24 役員終了扱い

スノーボード検定員クリニック 苗場スキー場 2018/12/16(日) 苗場プリンスホテル 9:00～9:30 本館フロント付近 10:00 11/20 ¥3,200 25
スノーボード検定員クリニック　(SB全日本技選） 上越国際スキー場 2019/3/1～3(金～日) ホテルグリーンプラザ上越 7:30～8:00 美奈日帰りセンター　 8:00　各競技コート 2/20 ¥3,200 26 役員終了扱い

＜スノーボード検定会・養成講習会＞

時　間 場　所
スノーボード指導員検定会　（第２会場） 群馬県　鹿沢スノーエリア 2019/2/22～24（金～日） ホテル軽井沢 11/24 ¥20,000 27 県連締切

スノーボード準指導員検定 湯沢パークスキー場 2019/2/23～24（土日） 2/5 ¥10,500 28
スノーボードＡ級検定員検定 湯沢パークスキー場 2019/3/23～24（土日） 3/13 ¥4,200 29
スノーボードＢ級検定員検定 湯沢パークスキー場 2019/3/23～24（土日） 3/13 ¥4,200 30
スノーボード正指・準指・指導員養成講習会 湯沢パークスキー場 2019/1/19～20（土日） 12/15 ¥10,500 31

オフィシャルブック参照

湯沢パークリゾート 9:00～9:30 フロント付近 10:00

締切 参加料 行事№ 備　考

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

開　会

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

開　会

締切 参加料 行事№ 備　考

関温泉スキー場 山の湯せきぜん 本部　山の湯せきぜん 9:00 1/10

オフィシャルブック参照

2/5 ¥16,000 13

関温泉スキー場 2019/3/23～24(土日) 山の湯せきぜん 11:00～12:30 スクール 13:00

準指導員検定会 関温泉スキー場 2019/2/15～17（金～日） 山の湯せきぜん 本館　セッペル 9:00

締切 参加料 行事№ 備　考

オフィシャルブック参照

オフィシャルブック参照

締切 参加料 行事№ 備　考

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

開　会

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

開　会



＜大会・強化講習＞

時　間 場　所
第56回全日本スキー技術選手権大会・事前合宿 白馬八方尾根スキー場 2019/3/4～5・6～10（水～日） ¥15,000 31 予選通過

28日　　　　　　　　　　　　　　 オープン参加

15：00～16：00 ¥13,500
ロープウェイ オープン参加
  ステーション ¥15,000

オープン参加
¥15,000

第３回強化合宿　スキー 白馬八方尾根スキー場 2019/2/25～27（月～水） 35 予選通過

第2回ジュニアスキー講習会･技術選　&　県技術選薬師スキー場 2019/2/16～17（土日） スキー学校 8:00 9:00 2/2 詳細別記 36
第16回全日本スノーボード技術選手権・事前合宿 上越国際スキー場 2019/2/27～28（水木） ホテルグリーンプラザ上越 8:00～9:00 コネクションフロント付近 9:30 ― 37 予選通過

第16回全日本スノーボード技術選手権大会 上越国際スキー場 2019/2/28～3/3（木～日） ホテルグリーンプラザ上越 9:00～13:00上越観光協会３Ｆ　　　　 17:00(六日町） ¥12,000 38
プライズテスト攻略トレーニング 上越国際スキー場 2019/1/12～13(土日) ホテルグリーンプラザ上越 9:00～9:30 スキー学校 9:30 12/25 ¥10,000 39
全日本スノーボード技術選手権予選兼甲信越技術選大会

南関東＆甲信越合同開催

オープン参加

¥15,000

第２回強化合宿　スノーボード 上越国際スキー場 2019/2/18～19（月火） ホテルグリーンプラザ上越 8:00～9:00 コネクションフロント付近 9:00 2/12 ¥7,000 42

＜プライズテスト＞＜事前講習・土曜日　検定・日曜日＞
行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日

プライズテスト攻略トレーニング 上越国際 1/12(土)　1/13(日)
スキーテクニカルプライズ 上越国際 2/2(土)　　2/3(日) ①受験資格 ・ﾌﾟﾗｲｽﾞﾃｽﾄは年齢制限を設けない（SAJ2018規約規程ｵﾌｨｼｬﾙﾌﾞｯｸP63)

胎内 2/9(土)　2/10(日) ・本年度のＳＡＪ会員であること
石打丸山 2/16(土)　2/17(日) ・テクニカルは１級取得者であること
糸魚川 2/23(土)　2/24(日) ・クラウンはテクニカル取得者であること
赤倉 3/2(土)　　3/3(日) ・受検年度講習を２単位(４時間)受講済であること
杉の原 3/9(土)　3/10(日) ・受付時間　　８:３０～９:２０　
須原 3/16(土)　3/17(日) ②要項 ・スキー学校受付または特設受付
岩原 3/23(土)　3/24(日) ・開始時間　　９:３０
関温泉 3/23(土)　3/24(日) ・全会場とも土曜日は事前講習
奥只見 4/13(土)　4/14(日) 　日曜日は検定とする
シャルマン火打 4/20(土)　4/21(日) ・事前講習料共通 ¥5,400

スキークラウンプライズ 石打丸山 2/16(土)　2/17(日) ③料金 ・受検料 テクニカル ¥4,400
赤倉リゾート 3/2(土)　　3/3(日) クラウン ¥5,400
岩原 3/23(土)　3/24(日) ・公認料 テクニカル ¥5,000
奥只見 4/13(土)　4/14(日) クラウン ¥7,000
シャルマン火打 4/20(土)　4/21(日)

スノーボードプライズテスト　テクニカル・クラウン 湯沢パーク 3/23(土)　3/24(日) ①受験資格 ・15歳以上であること 他詳細はスキーと同じ

＜行事詳細＞
※すべての行事において締切後の申込及び会場変更の手数料は3,000円です
※申込先は県連事務局とし、現金書留または郵便振替(適用に行事名を記入・複数の場合行事名・名前すべて記入)とする
※自己都合による参加取り消しの返金は致しません

１ 研修会について ４ 検定会につて
　1)参加料5,500円にｵﾌｨｼｬﾙﾌﾞｯｸ代を含みます 　1）受験資格を必ず確認して申し込むこと
　2）受付には管理カード(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ有)を提示ください　 　2）受付時必要書類
　3）研修会理論を受講されていない方は実技講習を受講できません 　　　・ＳＡＪ会員証　・合格証またはライセンス

　　　・養成講習会終了証
２ クリニックについて
　1）受付には管理カード(ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ有)を提示ください　
　2）筆記用具を必ずご持参下さい ５ 大会・強化講習について

　1）当該年度のＳＡＪ会員登録を完了していること
３ 養成講習会について 　2）所属クラブ長の推薦する１級以上取得者であること
　1）受験資格を必ず確認して申し込むこと 　3）2018年４月１日現在、満１８歳以上のもの
　2）２日間を２回、全４日間出席で終了とする. 　4）傷害保険に加入済みのもの
　3）準指受験者はザイル(直径6~10㎜・長さ３m)を持参すること 　5）予選通過者は当日全日本出場手続きを行うので、参加料15,000円と印鑑を持参のこと

詳　　　細
プライズテスト受験希望者＆レベルアップ希望者　・　１級以上　・　保険加入済み

¥10,000 40

第１回強化合宿　スノーボード 上越国際スキー場 2019/1/7～8（月火） ホテルグリーンプラザ上越 8:00～9:00 コネクションフロント付近 9:30 12/25

34

上越国際スキー場 2019/1/25～27（金～日） ホテルグリーンプラザ上越 15:30～16:30南魚沼市塩沢公民館 17:00 1/15

¥11,000 41

第２回強化合宿　スキー 石打丸山スキー場 2019/1/15～17（火～木） 8:00～9:00 後日案内 9:00 1/9 ¥11,000

1/15 ¥11,500 32

第１回強化合宿　スキー かぐらスキー場 2018/12/17～19（月～水） 9:00～9:30 10:00 12/4 ¥11,000 33

オフィシャルブック参照

全日本スキー技術選手権予選兼甲信越技術選大会白馬五竜とおみ 2019/1/28～1/30(月～水) 太田旅館 ウイング２１

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

開　会

16:00

締切 参加料 行事№ 備　考


