
2020/2021　（公財）新潟県スキー連盟　教育部行事予定 1/22赤字修正

＜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 2020/11/25～11/27(水～金） 湯の丸高原ホテル 13:30 ロビー付近 14:30 11/8 ¥10,000 1 学校主任

技術員研修会 長野県　湯の丸 2020/11/25～11/27(水～金） 湯の丸高原ホテル 13:30 ロビー付近 14:30 11/8 ― 2 ブロック技術員

本部研修会 奥只見丸山 2020/12/10～11（木金） ※中止

スキー指導者研修会　実技　奥只見丸山会場 奥只見丸山 2020/12/12～13(土日) ※中止

スキー指導者研修会　実技　奥只見丸山会場 奥只見丸山 2020/12/19～20（土日） ※中止

スキー指導者研修会　実技　(甲信越技選①） 赤倉観光リゾートスキー場 2021/1/24～25（日月） ※中止

スキー指導者研修会　実技　(甲信越技選②） 赤倉観光リゾートスキー場 2021/1/26～27（火水） スキー学校 7:30～8:00 スキー学校 8:30　各競技コート 11/30 ¥5,500 9 役員終了扱い

スキー指導者研修会　実技　(ＳＢ全日本①） 上越国際スキー場 2021/2/25～26(木金) 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 11/30 ¥5,500 10 役員終了扱い

スキー指導者研修会　実技　(ＳＢ全日本②） 上越国際スキー場 2021/2/27～28(土日) 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 11/30 ¥5,500 11 役員終了扱い

スキー指導者研修会　実技　(スキー全日本①） 苗場スキー場 2021/3/3～5（水～金） 苗場プリンスホテル 7:30 6号館団体入り口付近 8:00　各競技コート 11/30 ¥5,500 12 役員終了扱い

スキー指導者研修会　実技　(スキー全日本②） 苗場スキー場 2021/3/6～8（土～月） 苗場プリンスホテル 7:30 6号館団体入り口付近 8:00　各競技コート 11/30 ¥5,500 13 役員終了扱い

スキー指導者研修会　実技　 赤倉観光リゾートスキー場 2021/1/10～11（日月） ※中止

スキー指導者研修会　実技　 胎内スキー場 2021/2/10～11（水木） スクール 8:00～9:30 スクール 10:00 1/30 ¥5,500 15
スキー指導者研修会　実技　 薬師スキー場 2021/2/10～11（水木） スキー学校 8:00～9:30 スキー学校 10:00 1/30 ¥5,500 16
スキー指導者研修会　実技　 上越国際スキー場 2021/3/13～14(土日) スキー学校 8:30～9:30 スキー学校 10:00 2/28 ¥5,500 17
検定員クリニック　　教師・指導者研修会併設 奥只見丸山 2020/12/13（日） ※中止

検定員クリニック　　指導者研修会併設 奥只見丸山 2020/12/20（日） ※中止

検定員クリニック　　指導者研修会併設 胎内スキー場 2021/2/11（日） スクール 11:00～12:30 スクール 13:00 1/30 ¥3,200 20
検定員クリニック　　検定員検定併設 赤倉観光リゾートスキー場 2021/1/11（月） ※中止

検定員クリニック　　検定員検定併設 岩原スキー場 2021/3/21（日） スキー学校 8:00～9:30 スクール 9:30 3/6 ¥3,200 22

＜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） 長野県　菅平高原 2021/2/19～21（金～日） ¥20,000 23
スキーＡ級検定員検定会（第3会場） 長野県　菅平高原 2021/2/20～21（土日） ¥5,000 24

11日
16時～17時

12日
 8時～8時半

Ｂ級　検定員検定 26
C級　検定員検定 27
Ｂ級　検定員検定 28
C級　検定員検定 29

正指・準指・養成講習会 理論・実技　①
2021/1/16～17(土日）

前日受付
17:00-17:45

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　 　② 2021/1/30～31（土日）
当日受付
8:00～8:45

正指・準指・養成講習会 実技のみ　① 2021/1/16～17(土日）
前日受付
17:00-17:45

　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　 　② 2021/1/30～31（土日）
当日受付
8:00～8:45

スキーパトロール検定（第２会場） 福井県　九頭竜スキー場 2021/2/26～28　　（金～日） ¥10,000 32
スキーパトロール養成講習会 赤倉観光リゾートスキー場 2021/1/16～17(土日） 金甚 8:00～8:45 スキー学校 9:00 1/10 ¥10,500 33
台湾交流事業 上越国際スキー場 2021/1/18～21(月～木 ） ※中止

オフィシャルブック／シクミネットイベントページを参照

赤倉観光リゾートスキー場 金甚 スキー学校 9:00 1/4

赤倉観光リゾートスキー場 金甚 スキー学校 9:00 1/4 ¥21,000 30
4日間全日程で
￥21,000

31
実技科目のみ
受講希望する者¥16,000

岩原スキー場 2021/3/20～21(土日) スキー学校 11:00～12:30 スクール 13:00 3/6 ¥4,200

¥16,000 25

赤倉観光リゾートスキー場 2021/1/10～11（日月） スキー学校 11:00～12:30 スキー学校 13:00 12/25 ¥4,200

オフィシャルブック／シクミネットイベントページを参照

準指導員検定会 赤倉観光リゾートスキー場 2021/2/12～14（金～日） 金甚 未定 9:00 1/31

開　会 締切 行事№ 備　考

オフィシャルブック／シクミネットイベントページを参照

参加料 行事№ 備　考

＜指導員研修会　理論＞
感染症予防の観点より、理論の会場は設置を取りやめました。SAJが提供するe-ラーニング動画を実技受講日までに視聴することで、理論終了とみなします。
オフィシャルブックは実技会場で配本されます。早めにオフィシャルブックを入手したい場合は、所属クラブで必要数を取りまとめて、県連事務局までご連絡下さい。

※　下越地区の行事については、下越教育部のHPにて詳細情報をご確認下さい。 下越教育部🔍　　http://www.iplus.jp/~kaetsuski/

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

開　会 締切

参加料



＜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 2020/11/25～11/27(水～金） 湯の丸高原ホテル 13:30 ロビー付近 14:30 11/8 ― 35 ブロック技術員

スノーボード本部研修会 奥只見丸山 2020/12/10～11（木金） ※中止

スノーボード指導者研修会　理論・実技 奥只見丸山 2020/12/12～13(土日) ※中止

スノーボードフェスティバル 八方尾根スキー場 2021/1/15～17(金～日） ※中止

スノーボード指導者研修会　(ＳＢ全日本①） 上越国際スキー場 2021/2/25～26(木金) ホテルグリーンプラザ上越 8:00～8:30 美奈日帰りセンター　　　　　　　　　9：00各競技コート 11/30 ¥5,500 39 役員終了扱い

スノーボード指導者研修会　(ＳＢ全日本②） 上越国際スキー場 2021/2/27～28(土日) ホテルグリーンプラザ上越 8:00～8:30 美奈日帰りセンター　　　　　　　　　9：00各競技コート 11/30 ¥5,500 40 役員終了扱い

スノーボード検定員クリニック 奥只見丸山 2020/12/13(日) ※中止

スノーボード検定員クリニック（ＳＢ全日本①） 上越国際スキー場 2021/2/26（金） ホテルグリーンプラザ上越 8:00～8:30 美奈日帰りセンター　　　　　　　　　9：00各競技コート 2/15 ¥3,200 42 役員終了扱い

スノーボード検定員クリニック（ＳＢ全日本②） 上越国際スキー場 2021/2/28(日) ホテルグリーンプラザ上越 8:00～8:30 美奈日帰りセンター　　　　　　　　　9：00各競技コート 2/15 ¥3,200 43 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） 長野県　菅平高原 2021/2/19～21（金～日） ¥20,000 44
スノーボード準指導員検定 湯沢パークスキー場 2021/2/11～12（木金） 湯沢パークリゾート 1/23 ¥10,500 45
スノーボードＡ級検定員検定 湯沢パークスキー場 3/5 ¥4,200 46
スノーボードＢ級検定員検定 湯沢パークスキー場 3/5 ¥4,200 47
スノーボード正指・準指・指導員養成講習会　① ※奥只見会場は中止→　2021/1/16～17（土日）　湯沢パークスキー場　にて実施、詳細は県連HPの該当記事にて案内 ¥10,500 48
スノーボード正指・準指・指導員養成講習会　② ※奥只見会場は中止→　2021/1/16～17（土日）　湯沢パークスキー場　にて実施、詳細は県連HPの該当記事にて案内 ¥10,500 49

＜大会・強化講習＞

時　間 場　所

第58回全日本スキー技術選手権大会・事前合宿 苗場 2021/3/3～8（水～月） ¥15,000 50

全日本スキー技術選手権予選兼甲信越技術選大会 赤倉観光リゾートスキー場 2021/1/26(火)　※27日予備日 金甚 24日　　　　　　　　　　　　　　スキー学校 17:00 1/5 ¥11,500 51
オープン参加
\13,500

第１回　スキー強化合宿 かぐらスキー場 2020/12/14～16（月～水） ※中止

第２回　スキー強化合宿 苗場スキー場 2021/1/12～14（火～木） ※中止

第３回　スキー強化合宿 苗場スキー場 2021/2/１5～１7(月～水) 苗場プリンスホテル 8:00～9:00 調整中 9:00 未定 未定 54
オープン参加
\15,000

第４回　スキー強化合宿 苗場スキー場 2021/2/26～28（金～日） 苗場プリンスホテル 8:00～9:00 調整中 9:00 ― 55
予選通過者を
対象とする

第4回ジュニアスキー講習会・技術選　&　県技術選 薬師スキー場 2021/2/13～14（土～日） ※中止

第2回甲信越ジュニアスキー技術選 赤倉観光リゾートスキー場 2021/1/24（日）

第18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 2021/2/23～25（火～木） 護城館１Ｆ 8:00～9:00 コネクションフロント付近 9:30 ― 58
予選通過者を
対象とする

第18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 2021/2/25～28（木～日） ホテルグリーンプラザ上越 9:00～13:00 上越観光協会2Ｆ　　　　17:00(六日町） 2/5 ¥12,000 59

プライズテスト攻略トレーニング 上越国際 2021/1/10～11(日～月) 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 61

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 白樺湖21 2021/1/29～31（金～日） 白樺湖ホテル 8:00～9:00 スキー場内レストハウス 17:00 1/8 ¥10,000 62

第１回　スノーボード強化合宿 上越国際スキー場 2021/1/7～8（木～金） 護城館 8:00～9:00 護城館 9:00 12/21 ¥11,000 63
オープン参加
\15,000

第２回　スノーボード強化合宿 上越国際/松代スキー場 2021/2/15～16（月～火） 護城館 8:00～9:00 護城館 9:00 2/5 ¥11,000 64
オープン参加
\15,000

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部

締切 参加料 行事№

オフィシャルブック参照

※技術選参加者は大会当日2週間前から体調チェックシートの記入を行い、大会受付時に提出をお願いします。また感染症対策の為、開会式等は行いません

※中止

受　付
開　会 締切 参加料 行事№ 備　考

備　考

オフィシャルブック／シクミネットイベントページを参照

9:00～9:30 元気庵 10:00

参加料 行事№ 備　考

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

開　会

2021/3/20～21（土日） 湯沢パークリゾート

行　　　　事　　　　名 会　　場 期　　日 本　部
受　付

開　会 締切



＜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 1/10(日)　11(月)

スキーテクニカルプライズ 上越国際→石打丸山に変更 1/30(土)　31(日) ①受験資格 ・本年度のＳＡＪ会員であること
胎内スキー場 1/30(土)　31(日) ・テクニカルは１級取得者であること
石打丸山 2 / 6(土)　 7(日) ・クラウンはテクニカル取得者であること
糸魚川 2/20(土)　21(日) ・受検年度講習を２単位(４時間)受講済であること
赤倉観光リゾートスキー場 3 /  6(土) 　7(日) ・受付時間　　８:３０～９:２０　
杉の原 3/13(土)  14(日) ・スキー学校受付または特設受付
須原 3/13(土)  14(日) ②要項 ・開始時間　　９:３０
岩原 3/20(土)　21(日) ・全会場とも土曜日は事前講習
関温泉 4 / 3(土)　 4(日) 　日曜日は検定とする
シャルマン火打 4/17(土)　18(日) ・事前講習料 共通 ¥5,500
奥只見 4/24(土)　25(日) ・受検料 テクニカル ¥4,500

スキークラウンプライズ 石打丸山 2 / 6(土)　 7(日) ③料金 クラウン ¥5,500
赤倉観光リゾートスキー場 3 / 6(土)   7(日) ・公認料 テクニカル ¥5,000
岩原 3/20(土)　21(日) クラウン ¥7,000
シャルマン火打 4/17(土)　18(日)

奥只見 4/24(土)　25(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 2/ 6（土）　7（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

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 3/20（土）21（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＞
※申込方法の不明点は、ご所属のクラブ事務局へお問い合わせ下さい。
※他県連主催の事業に申込する場合、申込方法は主催者の設定した方法に従います。シクミネット行事詳細等を参照して下さい。
※申込後の会場変更と、締切後の申込については、行事の参加料とは別に、手数料3,000円を請求させていただきます。
※自己都合による参加取消の返金はいたしません。

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）受付では資格管理カードか、SAJ会員証・SAJ会員番号の判るものを提示して下さい 　2）受付時必要書類
　3）令和3年度に限り、理論講習はeラーニングを実技講習までに視聴 　　　・ＳＡＪ会員証　・合格証またはライセンス　・養成講習会終了証
　4）今年度県連においてＳＫ・ＳＢ技術選が多数開催されます。スリップクルーの人員不足が予想
　　されますので参加可能な方はご協力下さい　（急斜面のコース整備の為自信のある方） 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
２ クリニックについて 　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）受付では資格管理カードか、SAJ会員証・SAJ会員番号の判るものを提示して下さい 　3）2020年４月１日現在、満１８歳以上のもの
　2）筆記用具を必ずご持参下さい 　4）傷害保険に加入済みのもの

３ 養成講習会について
　1）受験資格を必ず確認して申し込むこと
　2）２日間を２回、全４日間出席で終了とする.
　3）準指受験者はザイル(直径6~10㎜・長さ３m)を持参すること

※　下越地区の行事については、下越教育部のHPにて詳細情報をご確認下さい。 下越教育部🔍　　http://www.iplus.jp/~kaetsuski/

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


