
平成30年度

　　　　　　公認スキー指導員・準指導員検定会受付及び，準指導員検定会，指導員・準指導員養成講習会

１．指導員・準指導員検定会
○指導員　:平成30年2月23日（金）～2月25日（日）３日間（詳細はオフィシャルブック）
○準指導員:平成30年3月 3日（土）～3月 4日（日）２日間

２．申込み受付日及び会場
指導員・準指導員　平成29年11月23日（木）祝日　　AM9:15～9:45　青少年センター　リバース和戸館第２研修室

＊指導員検定会受検者で養成講習会を受ける必要がない方は，郵送のみで受付可能
＊春期総会時の（案）と日程が変更されております。ご注意下さい。

３．受付時必要な物
・指導員　：受検願書3通と必要書類（オフィシャルブックの受検願書内参照）・養成講習会申込書

４．指導員・準指導員、検定会場
指導員　：長野県木島平スキー場（第3会場）
準指導員：ふじてんスノーリゾート

５．準指導員、受検資格
受検する年の4月1日現在18歳以上の者。⇒変更
前年度までに級別テスト1級を取得している者。
検定会までに養成講習を修了し修了証で証明された者。

６．受検料のみ（宿泊代等は含みません。尚、準指導員受検者で宿泊希望者は別途（1泊9,000円ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰにて））
○指導員　　20,000円　　　　○準指導員　20,000円　

７．養成講習料（宿泊はありません。尚、宿泊希望者は別途（1泊9,000円ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰにて））
○指導員　　26,000円　　　　○準指導員　26,000円　　（※両者とも受検料とは別）

８．申込方法
〔指導員〕

〔準指導員〕

＊締め切り日を過ぎた受検生の受検料等（51,000円）は受付当日に現金にて支払う。

９．養成講習会

○養成講習会Ⅰ
・場所 甲府市青少年センター　リバース和戸館第２研修室
・日時 平成29年11月23日(木)祝日
・開始時間 AM9:45
・講習内容 基礎理論（１日間）
・テキスト
「日本スキー教程」「スキー指導と検定」「本年度オフィシャルブック」「教程安全編」
ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ特別価格（約１．５割引き）で販売いたします。また当日割引き(約1割引き）で販売いたします。

○養成講習会Ⅱ
・講習日時 平成29年12月16日(土)・17日(日)(日帰り２日間，宿泊可)
・集合場所 ふじてんスノーリゾート　　AM9:00
・講習内容 実技実習
・持参するもの　各種テキスト、筆記用具、スキー道具一式
○養成講習会Ⅲ
・講習日時 平成30年 1月27日(土)・28日(日)(日帰り２日間，宿泊可)
・集合場所 ふじてんスノーリゾート　　AM9:00
・講習内容 実技実習

・持参するもの　テキスト、筆記用具、スキー道具一式

・準指導員：１級合格証のコピー・SAJ会員証・受検願書・養成講習会申込書

・持参するもの　筆記用具

11月１日（水）～11月17日(金)までにデジエントリーにて申し込みをする事。なお、申し込み締め切りを過ぎ
てしまい、申し込みをしたい場合は、理論講習受付時（11月23日（木）9:30）までに下記検定委員長まで連絡をするこ
と。(締め切り日を過ぎた場合は，5,000円の料金をいただきます。）それ以降の受け付けは行いません。
なお,受検願書は、山梨県スキー連盟教育本部ＨＰ内に掲載いたします。ダウンロードしてお使い下さい。

11月１日（水）～11月17日(金)までにデジエントリーにて申し込みをする事。なお、申し込み締め切りを過
ぎてしまい、申し込みをしたい場合は、理論講習受付時（11月23日（木）9:30）までに下記検定委員長まで連絡をするこ
と。(締め切り日（11月17日（金）を過ぎた場合は、5,000円の料金をいただきます。）それ以降の受け付け
は行いません。

【受付会場】
青少年センター リバース和戸館第２研修室
（TEL 055-237-5311：青少年センター内）
〒400-0116 山梨県甲府市川田町517番地
http://youthcenter.yya.or.jp/



〇養成講習会Ⅳ

・講習日時 養成講習内でお知らせいたします。：1日実施

・開催事業 サンメドウズ清里スキースクール・学校スキー指導者講習会

・講習内容　 指導実習

・持参するもの　テキスト、筆記用具、スキー道具一式

○山梨県スキー技術選手権大会（コブ王選手権含む）に無料で参加できますので、積極的にご参加下さい。

　参加申し込み方法は追ってお知らせいたします。
10．問合せ及び担当　　

携帯：090-1504-9488
11．そ　の　他　　　

＊申込後は、いかなる場合においても返金いたしません。
＊受検者はかならず保険に加入し、講習中及び検定中の事故は本人において処理のこと。
＊テキストのうち「日本スキー教程」「本年度ｵﾌｨｼｬﾙﾌﾞｯｸ」「スキー指導と検定」「教程安全編」は
ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ特別価格（約１，５割引き）で販売いたします。また当日割引き(約1割引き）で販売いたします。
＊養成講習及び検定会でのヘルメットの着用を推奨します。

◆受検に際しての確認事項
◎

◎

◎

◎ 準指の受検者で申込み時必要書類
・準指導員検定会受検願書・養成講習会申込書
・級別テスト1級（プライズテスト含む）合格書コピー
・年齢を確認できる物（免許証、保険証、等）

◎ 指導実習は,各スキー場担当者に連絡し日程を確認する事。養成講習内でお知らせいたします。
サンメドウズ清里スキー場：ｻﾝﾒﾄﾞｳｽﾞｽｷｰｽｸｰﾙ浅川　0551-48-4695
ふじてんスノーリゾート・カムイ御坂スキー場・ﾊﾟﾉﾗﾏｽﾉｰｱｶﾃﾞﾐｰ：スキー場関係者のみ実施可能
学校スキー指導者講習会：学校スキー部長　原田　090ｰ8726ｰ2588　　

準指導員検定基準について（山梨県スキー連盟教育本部）
●

①対象者：60歳以上（H30.4.1時点）で準指導員検定を希望する者。
②提出物：所属クラブ会長の推薦状（様式は特になし）
　　　推薦状は抽象的なものではなく具体的な活動実績及び今後の抱負
　　　提出日：原則として検定受検申し込み当日
③合格基準（点数制）は変更なし。
　　　尚，別途判定会議にて決定をする。

指導員検定受検者：養成講習会受講表・研修会修了書について
＊40時間の講習が終わった受検者（指導員）は、教育本部事務局まで「受講表」を郵送等により
提出して下さい。事務局で確認後「養成講習終了証」及び「推薦書」を発行します。

〒409-1501   山梨県北杜市大泉町西井出１４７－６
　　　（ＮＰＯ法人）山梨県スキー連盟　　　教育本部事務局長　　　　金谷　裕司
　　　携帯：090-6174-4350

【注,１】指導員受検者は、受検当日までに「修了証」発行が間に合うように手続きしてください。
【注,２】指導員受検者は、当年度の研修会修了の証明が必要となります。必ず研修会に参加し
「研修会修了書」の交付を受けて下さい。
（養成講習会と研修会の「終了証」２通がないと受検できません）

ＮＰＯ法人山梨県スキー連盟は、準指導員検定受検者のうち、60歳以上（H30.4.1時点）の受検者に対し当
連盟及び当連盟所属クラブへの貢献度と今後の活躍に対する期待を考慮し、別途検定基準を設け判定を行
なうこととする。

yykanayans@par.odn.ne.jp

・検定委員長　望月政美 masa.m@rinan.co.jp

理論講習（平成29年11月23日）については，基本的には補講を行なわない。しかし，当日どうしても出席
できない場合で受検申込の際に理由書を提出しSAY正･副教育本部長の承認を受けた場合に限り，後日に補
講を行う。（補講日は受検生と要検討）補講を受講する場合は，10,000円を支払う。「ただし,証明書等で
証明された者は別」

実技講習は４日間（平成29年12月16日，17日及び、平成30年1月27日・28日）で単位を取得すること。
やむを得ない理由により受講できない日があるときは，受検申込の際に理由書を提出しSAY正･副教育本部
長の承認を受けた場合に限り、別に設ける「１DAYレッスン」にて振り替えることができる。
前述の「１DAYレッスン」を受講する場合は、参加費用（1回5,000円）を１ＤＡＹレッスン当日の朝に担当
講師に支払うこと。なお、養成講習会費は返還しないものとする。



１．会　　期
準指導員検定　　平成30年３月３日（土）～４日（日）

２．会　　場
・指導員　：長野県木島平スキー場
・準指導員：ふじてんスノーリゾート

３．参加資格
・オフィシャルブック参照の亊

６．申込先及び申込締切

７．養成講習会

８．その他

９．問い合わせ先

事務局長 金谷　裕司 〒409-1501　北杜市大泉町西井出147-6
090-6174-4350

平成３０年度
スノーボード指導員・準指導員検定会受付

及び指導員・準指導員養成講習会

指導員検定　　　平成30年 2月23日（金）～25日（日） ３日間（詳細はｵﾌｨｼｬﾙﾌﾞｯｸ）

４．受検料　　　○指導員　20,000円 ○準指導員　20,000円

　　　・スノーボード部長　　　鈴木　正輝
　　　　　　　　　　　　　　　℡０９０－８０５７－１８３５

準指導員受検希望者は，必ず上記『問い合わせ先』まで連絡を入れること。

５．養成講習料 ○指導員　15,000円 ○準指導員　15,000円

指導員検定=11月1日（水）～11月17日(金）までにデジエントリーによる参加費支払い、
所属クラブを通して教育本部事務局に申込書類を平成29年11月30日（木）までに提出する
こと。申込書類はオフィシャルブック参照の事。なお、受験願書は、山梨県スキー連盟教
育本部ＨＰ内に掲載いたします。ダウンロードしてお使い下さい。

準指導員検定=１２月１０日（日）までに下記問い合わせ先に連絡をする事。養成講習会
初日に申込書類一式・受検料，養成講習料35,000円を提出すること。

平成29年12月16日（土）・17日（日）　　ふじてんスノーリゾート

　　　　　　　　　　　　　宿泊希望者は別途（1泊9,000円）

テキストのうち「日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ教程」「本年度オフィシャルブック」「スキー指導と検
定」「教程安全編」はデジエントリー特別価格（約１，５割引き）で販売いたします。ま
た当日割引き（約1割引き）で販売いたします。

１０．教育本部事務局　



平成30年度SAJ Ａ級検定員検定会

１．会　　期
平成30年 2月24日（土） ～ 2月25日（日）

２．日　　程
第１日目 受付・開会式

理論・実技検定
第２日目 合格発表・閉会式・手続き

３．会　　場
第３会場：長野県木島平スキー場

４．費　　用
\5,000円 （オフィシャルブックを参考の事）

５．申 込 み

5．問い合わせ先 〒409-1501　　山梨県北杜市大泉町西井出１４７－６
　　　（ＮＰＯ法人）山梨県スキー連盟教育本部事務局長　　金谷裕司
　　　携帯：090-6174-4350

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：yykanayans@par.odn.ne.jp

受験希望者は11月1日(水)～11月17日(金)までにデジエントリーにて申し込
みをする事。なお、受検時に必要な物（受験願書３通と必要書類〈オフィ
シャルブックの受検願書内参照〉）を平成29年11月30日(木)までに教育本部
事務局長まで郵送をする事。なお、申込書・願書は、山梨県スキー連盟教育
本部内HP内に掲載いたします。ダウンロードしてお使い下さい。



平成３０年度SAJ指導者研修会及び検定員クリニック

１．主　管 ＮＰＯ法人　山梨県スキー連盟
【第１会場】

２．会　　期 指導者研修会　　　平成29年12月16日（土）～ 17日（日）
検定員クリニック　平成29年12月16日（土）併設

３．本　　部
４．受　　付 平成29年12月16日（土）　富士緑の休暇村　AM9：00～9：30
５．理論研修 富士緑の休暇村
６．参 加 料

７．締 切 り 平成29年12月10日（日）；山梨県スキー連盟ＨＰ内デジエントリーにて
11月17日（金）～ﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰ開始

８．その他

【第２会場】

２．会　　期 指導者研修会　　　平成30年１月20日（土）～21日（日）
検定員クリニック　平成30年１月20日（土）併設

３．本　　部 羽村市自然休暇村
４．受　　付 平成30年 １月20日（土）　カラマツロッジ　AM9：00～9：30
５．理論研修 「サンメドウズ清里スキー場」カラマツロッジ
６．参 加 料

７．締 切 り 平成30年 １月14日（日）：山梨県スキー連盟ＨＰ内デジエントリーにて

８．その他

【第３会場】

２．会　　期 指導者研修会      平成29年2月20日（火）～21日（水）
検定員クリニック　平成29年2月20日（火）併設

３．本　　部 サンメドウズ清里スキー場内
４．受　　付 サンメドウズ清里スキー場（スキースクール受付）AM9：00～9：30
５．理論研修 サンメドウズ清里スキー場内
６．参 加 料

７．締 切 り 平成30年 2月13日（火）：山梨県スキー連盟ＨＰ内のデジエントリーにて

８．その他

＊締め切り日を過ぎて場合は、下記問い合わせ先に連絡下さい。＋1,000円徴収にて参加
可能な場合もあります。

サンメドウズ清里スキー場
　　〒407-0311　山梨県北杜市大泉町西井出8240-1　℡0551-49-4111

指導者研修会は無料（山梨県連所属以外の参加者は6,000円とする）
尚、宿泊希望者は別途（1泊9,000円）
クリニック受講料は3,000円（研修会と併設となります。）

＊締め切り日を過ぎて場合は、下記問い合わせ先に連絡下さい。＋1,000円徴収にて参加
可能な場合もあります。

＊指導者研修会で石田俊介ナショナルデモ班を希望される方は、＋6,000円徴収させていただ
きます。先着順（１２名）。

＊指導者研修会で菅原悟ＳＡＪデモ班・茂野裕子元デモ班を希望される方は、＋3,000円徴収さ
せていただきます。先着順（各１２名、デモの指定はできません）。
＊指導者研修会＆クリニックで長嶋佐織元ＳＡＪデモ班を希望される方は、クリニックの料金を
含めた＋6,000円徴収させていただきます。先着順（１２名）。

サンメドウズ清里スキー場（カラマツロッジ含む）
　　〒407-0311　山梨県北杜市大泉町西井出8240-1　℡0551-49-4111

指導者研修会は無料（山梨県連所属以外の参加者は6,000円とする）
尚、宿泊希望者は別途（1泊9,000円）
クリニック受講料は3,000円（研修会と併設となります。）

＊指導者研修会＆クリニックで茂野裕子元ＳＡＪデモ班を希望される方は、クリニックの料金を
含めた＋6,000円徴収させていただきます。先着順（１２名）。

＊指導者研修会で菅原悟ＳＡＪデモ班を希望される方は、＋3,000円徴収させていただきます。先
着順（各１２名）。
＊指導者研修会＆クリニックで長嶋佐織元ＳＡＪデモ班を希望される方は、クリニックの料金を含
めた＋6,000円徴収させていただきます。先着順（１２名）。

　

ふじてんスノーリゾート・富士緑の休暇村
　　ふじてんｽﾉｰﾘｿﾞｰﾄ (〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村字富士山8545-1 ℡0555-85-2000)
　　富士緑の休暇村 (〒401-0320 山梨県南都留郡鳴沢村8532-5 ℡0555-85-2236)

富士緑の休暇村

指導者研修会は無料（山梨県連所属以外の参加者は6,000円とする）
尚、宿泊希望者は別途（1泊9,000円）
クリニック受講料は3,000円（研修会と併設となります。）

＊締め切り日を過ぎて場合は、下記問い合わせ先に連絡下さい。＋1,000円徴収にて参加
可能な場合もあります。



９．申 込 先

10．問 合 せ ・研修委員長　　　　小林和人（090-1400-1500）

◆研修内容 ・本年度理論のテーマ内容の理解と情報交換を行います。
◆その他

*申込後の返金等は一切受け付けません。
*宿泊３日前以後の取り消しはキャンセル料の発生する場合があります。
*研修会参加者は必ず保険に加入して下さい。

◎本年度も「オフィシャルブック」その他改定に伴う関連書籍を割引価格にて販売する予定です。
◎本年度も「検定員クリニック」を研修会と併設します。

＊締め切り日を過ぎた場合は、下記問い合わせ先に連絡下さい。＋1,000円徴収に参加可
能な場合もあります。
＊宿泊希望者は、下記に連絡の上、申し込みをしてください。

kazu.syma.66719918@docomo.ne.jp

*夜は「懇親会」を行います。ぜひ宿泊での参加をお願いします。（第１,２会場のみ実
施・アルコール，飲み物等を用意させていただきます。）

＊申し込みは、山梨県スキー連盟教育本部ＨＰ内のデジエントリーで行ってください。
（エントリーは11/17(金）から行えます。）
＊県外県連所属者で受講希望の方は，デジエントリーを実施する前に加盟団体事務局を
通して本県連事務局に申し込みも行う事。

＊クリニック、ナショナルデモ・ＳＡＪデモ班希望者の方は、振込みを完了しないとエン
トリー無効となります。



平成３０年度

１　主　管 NPO法人山梨県スキー連盟 

２　会　期 平成29年12月16日（土）・17日（日）

３　会　場 ふじてんスノーリゾート・富士緑の休暇村

４　本　部 富士緑の休暇村
５　受　付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成29年12月16日（土）　　富士綠の休暇村　AM９：００～９：３０

６　参加料　　　

７　締め切り　　

８　申込先　　

９　問い合わせ

SAJスノーボード指導者研修会

指導者研修会は無料（山梨県連以外の参加者は6,000円とする。）
尚，宿泊希望者は別途

平成29年12月10日（日）：デジエントリーにて（11/17～エントリー可能）
＊締め切り日を過ぎて参加したい場合は,下記問い合わせ先に連絡下さい。
＊締め切り日を過ぎて場合は,下記問い合わせ先に連絡下さい。＋1,000円徴収にて
参加可能な場合もあります。
＊県外県連所属者で受講希望の方は，デジエントリーを実施する前に加盟団体
事務局を通して本県連事務局に申し込みも行う事。

＊申し込みは，山梨県スキー連盟教育本部HP内のデジエントリーにて行う。

スノーボード部長　　鈴木正輝
　　　　℡　０９０－８０５７－１８３５



平成３０年度
甲信越ブロック認定スキー指導員検定会（山梨県スキー連盟主催会場）

１．甲信越ブロック認定指導員検定会（山梨会場）

会場・期日：　　平成30年3月4日（日）

　　ふじてんスノーリゾート　〔受付〕午前8：00～8：30（ｾﾝﾀｰﾊｳｽ２Ｆ　ﾚｽﾄﾗﾝﾖｰﾃﾞﾙ）

２．受験資格

・SAJ会員で、男女とも受験年度の4月1日現在、18歳以上の者。

・級別テスト２級レベル程度以上の者。

３．受験料及び講習料

・受検料＝3,000円　・講習料＝2,000円

４．申込方法及び申込み先

・検定委員長　望月政美　 masa.m@rinan.co.jp 090-1504-9488

５．日程、内容

認定指導員受付・養成講習会・検定会

①　日時 平成30年3月4日（日）

②　受付 ふじてんスノーリゾート　〔受付〕午前8：00～8：30（ｾﾝﾀｰﾊｳｽ２Ｆ　ﾚｽﾄﾗﾝﾖｰﾃﾞﾙ）

講習内検定

③　持参品　　SAJ会員証（当日、暫定会員所得も出来ます。）・級別テスト所得者は合格書のコピー

④　検定内容

・実技検定は準指導員検定を基準に行ないます。

６．問合せ及び担当

・検定委員長　望月政美　 masa.m@rinan.co.jp 090-1504-9488

７．そ　の　他

＊甲信越ブロック認定スキー指導員は、甲信越ブロックに限定する資格です。
＊養成講習は、年度ごとの単元事業として実施し、不合格者はすべての過程を再履修しなければなりません。

＊受検者は、かならず保険に加入すること。講習中及び検定中の事故は本人において処理すること。

＊安全確保のためヘルメットの着用を推奨します。

＊合格者は、認定料￥５,000　登録料￥1,000を必要とする。

＊認定者は、甲信越ブロック内の主管する指導者研修会へ2年に1回以上参加するものとする。

＊認定者は、次年度より本連盟の定めるところ（公認指導員に順ずる）の手続きをすること。

（他県加盟者も同様）

・平成30年３月４日(日)受付会場（ふじてんスノーリゾート）に検定受検申込書に必要事項を記入のうえ
持参。受験料等（５,000円）は受験当日に現金にて支払う。
受験される方は，事前に「問い合わせ先」まで連絡下さい。

＊合格者は、山梨県認定指導員登録となり次年度より指導員登録料￥3,000とSAY指導員登録料￥1,000，計
￥4,000を毎年徴収します。



１．甲信越ブロック認定指導員検定会（山梨会場）
会場・期日： 　　平成30年3月4日（日）
ふじてんスノーリゾート　〔受付〕午前8：00～8：30（ｾﾝﾀｰﾊｳｽ２Ｆ　ﾚｽﾄﾗﾝﾖｰﾃﾞﾙ）

２．受験資格
・SAJ会員で、男女とも受験年度の4月1日現在、18歳以上の者。
・級別テスト２級レベル程度以上の者。

３．受験料及び講習料
・受検料＝３,000円　・講習料＝2,000円

４．申込先及び申込締切

５．問い合わせ先

６．そ　の　他
＊甲信越ブロック認定スキー指導員は、甲信越ブロックに限定する資格です。
＊受検者は、かならず保険に加入すること。講習中及び検定中の事故は本人におい
て処理すること。
＊安全確保のためヘルメットの着用を推奨します。
＊合格者は、認定料￥５,000　登録料￥1,000を必要とする。
＊認定者は、甲信越ブロック内の主管する指導者研修会へ2年に1回以上参加するも
のとする。
＊認定者は、次年度より本連盟の定めるところ（公認指導員に順ずる）の手続きを
すること。

導員登録料￥1,000，計￥4,000を毎年徴収します。
（他県加盟者も同様）

＊合格者は、山梨県認定指導員登録となり次年度より指導員登録料￥3,000とSAY指

　　　・スノーボード部長　　　鈴木　正輝
　　　　　　　　　　　　　　　℡０９０－８０５７－１８３５

受験希望者は，必ず上記『問い合わせ先』まで連絡を入れること。

下記問い合わせ先にご連絡下さい。

平成30年度
甲信越ブロック認定ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ指導員検定会（山梨会場）



平成３０年度
ＳＡＪ公認　Ｂ・Ｃ級検定員検定会

１．会　　期
平成30年　３月　３日（土）　

２．会　　場
ふじてんスノーリゾート

３．責任者
教育本部長　川島　悠

４．受験資格
SAJ指導員・準指導員を取得している者。
Ｂ級を受験するものはＣ級の資格を有していること。

5．申込金
Ｂ級検定員検定受験料　４，０００円
Ｃ級検定員検定受験料　３，０００円

6．申込方法及び申し込み先
＊

7．受　　付
平成30年3月3日（土）午前8：00～8：30

8．受付場所
ふじてんスノーリゾート（ｾﾝﾀｰﾊｳｽ２Ｆ　ﾚｽﾄﾗﾝﾖｰﾃﾞﾙ）

9．携行品
筆記用具、SAJ会員証
公認検定員手帳、指導員ライセンス

10．担当・問合先
・検定委員長　望月政美 masa.m@rinan.co.jp 090-1504-9488

平成30年3月3日（土）受付会場（ｾﾝﾀｰﾊｳｽ２Ｆ　ﾚｽﾄﾗﾝﾖｰﾃﾞﾙ）に検定受検申込書に必
要事項を記入のうえ持参。受験料は受験当日に現金にて支払う。
受験される方は，平成30年2月25日（日）までに「問い合わせ先」まで連絡下さい。
受験希望後のキャンセルは出来ません。
キャンセルの場合も検定料は納入していただきます。



　　　  第39回山梨県オープンスキー・スノーボード技術選手権大会
第4回　山梨県オープンクラブ対抗スキー技術選手権大会
第4回　山梨県オープンコブ王選手権大会

１．会　　　期 平成30年2月4日（日）
２．会　　　場 サンメドウズ清里スキー場
３．責　任　者 教育本部長　川島　悠
４．参加資格 スキーの部

一般クラス⇒SAJ2級同等レベル以上で参加年度の4月1日をもって15歳以上であること。
　　　　　　（15才以上で高校所属生徒は，ジュニアの部とする。）
ジュニアクラス⇒小3以上・中・高校生とします。（保護者が出場に同意及び引率責任者がいること。）

（小学生はｼﾞｭﾆｱ検定2級同等以上・中高校生はSAJ2級同等ﾚﾍﾞﾙ以上とする。）
スノーボードの部
一般クラス⇒SAJ2級同等レベル以上で参加年度の4月1日をもって15歳以上であること。
　　　　　　（15才以上で高校所属生徒は，ジュニアの部とする。）
ジュニアクラス⇒小３以上・中・高校生とします。（保護者が出場に同意及び引率責任者がいること。）
　　　　　　（小中高校生はSAJ2級同等ﾚﾍﾞﾙ以上とする。）

５．申込み及び締切　
平成29年12月11日（月）から平成30年1月28日（日）まで
＊申込み先　山梨県スキー連盟ＨＰ内デジエントリー
＊振込みを完了しないとエントリー無効になります。

６．申　込　金 一般　6,000円、ジュニア　3,000円 親子セット7,000円
コブ王選手権　１,000円

７．競　　　技　山梨県オープンスキー技術選手権大会（Bコース）　＊種目等の変更の可能性あり
・種目　 大回り急斜面 総合滑降

小回り急斜面　
山梨県オープンコブ王選手権（Aコース上部）　
・種目　　小回り中斜面不整地
 ◆ 注意：当日の天候、積雪状況等により種目・斜面の変更の場合があります。

８．集合・受付
平成30年2月4日（日）　清里カフェ１F　　  受付7：30～8：00　　

９．開会式・選手会
平成30年2月4日（日）　清里カフェ１F　　　　 8：00～

10．大会本部
11．表　　彰

スキーの部 スノーボードの部
山梨県所属　　総合優勝　（男女共）　 総合成績　1位～3位（男女共）
総合成績 　1位～6位 （男女共） ジュニアの部
60才以上　　1位～3位　（男女共） 　 1位～3位 （男女共） クラブ対抗(県外チームも含む）1位～6位（男女混合）
50才以上 1位～3位 （男女共）
36～49才　　1位～3位　（男女共）　　  1位～3位 （男女共）
35才以下　　1位～3位　（男女共）  1位～3位 （男女共）
高 校 生　　 1位～3位　（男女共）  1位～3位 （男女共）
中 学 生　　 1位～3位　（男女共）  　　1位～3位 （男女共）
小 学 生 1位～3位 （男女共）
＊2017/4/1時点の年齢とする

12．担当・問合先
・技選委員長　久保美海 k3u1b3o-102761424@docomo.ne.jp (090-5105-4316)
＊氏名、クラブ名を必ず明記願います。

13．そ　の　他　
＊ コブ王選手権は、オープンスキー技術選手権大会後行います。
＊

＊ 種目変更等変更事項は、大会本部公式掲示板に掲載しますので各自の責任で確認してください。
＊ 行事中の事故や傷害等についての責任は負いません。傷害保険等に必ず加入してください。
＊ 安全確保のため、全種目でヘルメット着用を推奨します。
＊ プログラム及びビブは受付時に配付します。
＊ クラブ単位で受付を行ってください。（代理人の場合は氏名を確認します）
＊ 開会式及び閉会式は全員出席とします。但し、事情のある場合に限り代理人の出席を認めます。
＊ 選手会欠席者は告知事項を公式掲示にて確認してください。
＊ 悪天候等のやむを得ない事情により、競技種目・日程等を変更する場合があります。

山梨県連所属団体は、山梨県クラブ対抗スキー技術選手権大会の申し込みの必要はありま
せん。（自動的にエントリーされます。）また、県外クラブ（チーム）は、当日所定の申し込み用
紙に記入し、提出して下さい。

＊締め切り日を過ぎた場合は，下記問い合わせ先に連絡を下さい。＋1,000円徴収にて参加
可能です。当日受付もあり。



第55回甲信越ブロックスキー技術選手権大会

１．会　　期
平成30年　１月２９日（月）～ １月 ３１日（水）

２．会　　場
長野県五竜とおみスキー場

３．参加資格
・所属クラブ長の推薦するSAJ1級以上の者
・平成29年4月1日現在18歳以上の者(16歳以上18歳未満ｵｰﾌﾟﾝ参加可能）
・傷害保険に加入済みの者
・本連盟会長が認めた者

４．本大会、申込み先及び申込み締切

〒409-1501   山梨県北杜市大泉町西井出１４７－６　

　　　　　（ＮＰＯ法人）山梨県スキー連盟　教育本部事務局長　　　金谷　裕司

　　　　　携帯：090-6174-4350　　FAX番号：0551-38-4505

yykanayans@par.odn.ne.jp

５．参 加 費　　　
・12,000円

６．競技日程　　　　　　　＊詳細は後日HPにアップします。
・現地受付 ２９日 　白馬五竜スキー場「ウイング２１」　　
・開 会 式 ２９日 　白馬五竜スキー場「ウイング２１」　　
・閉会式 ３１日 　白馬五竜スキー場「ウイング２１」　　

７．その他

８．問い合わせ先

Eメール  
携帯 ℡090-6174-4350   

申込用紙に必要事項を記入のうえ、期日迄に山梨県スキー連盟教育本部事務局宛にメー
ル・FAX又は郵送する。参加料は、期日までに山梨県スキー連盟教育本部事務局宛に現
金書留又は手渡しで支払う。

yykanayans@par.odn.ne.jp

・この大会は，全日本スキー技術選手権大会の選考会とする。

・教育本部事務局長　金谷裕司

申込締切　　申込用紙提出　　　平成30年1月3日（水）必着
　　　　　　参加料　　　　　　平成30年2月4日（日）必着

※参加費は県技選にて支払い可能。
※申込用紙提出後のキャンセルは出来ません。
　キャンセルの場合も参加料は納入していただきます。



第５回甲信越ブロックスノーボード技術選手権大会 *詳細は後日HPにアップします。

（兼）第１５回全日本スノーボード技術選手権大会予選会

１　期　日　　　　　平成30年　月　日（　）～　日（　）
２　会　場　　　　　新潟県　　　　　　スキー場
３　受付場所　　　　　日
４　ｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ　　 　　日
５　開会式会場　　　 日
６　参加費　　　　9,000円
７　持ち物　　　　SAJ会員登録証（当該年度の物）・全日本出場申し込みに必要な物
　　　　　　　　　　（加入保険番号・印鑑・申込金　等）・筆記用具・その他必要に応じて
８　連絡事項　　日程の詳細につきましては決定次第県連ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてお知らせします。
９　本部宿舎
　
10　申込期間　　平成  年  月 日（ ）～平成  年  月  日（  ）　必着厳守
11　その他　　　・参加料を添えて県連教育本部事務局長宛てに送付の事。
　　　　　　　　　  ・申込金の返金は原則j行えません。
　　　　　　　　　　・申込書は山梨県スキー連盟内ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞよりﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞした用紙を使用の事。
　　　　　　　　　　・必ず保険に加入をすること。



第１７回 環富士山スキー技術選手権大会

１．会　　期
平成30年3月10日（土）～3月11日（日）

２．会　　場
白馬五竜とおみスキー場

３．参加資格
SAJ1級以上又は同等の者でスキー障害保険に加入している者

４．申込先及び申込締切

５．競技日程　　　　　　　

６．問い合わせ先

携帯

※宿泊に関しましては，各自でお願いします
　尚，宿泊予定者は白馬五竜観光協会を通して申し込んでください。

神奈川県スキー連盟のHP内で，デジエントリーを行う。
申し込み締め切り期限は，神奈川県スキー連盟のHP内による。

℡090-1216-2096    
・教育本部副部長　新海淳

詳細につきましては、神奈川県スキー連盟のＨＰ内「環富士山スキー技術選手
権大会」をご覧下さい。



1 会　期
（１）検定会　　　　平成30年1月14日（日）・2月18日（日）・3月18日（日）・3月25日（日）・4月8日（日）
（２）事前講習会　　平成30年1月13日（土）・2月17日（土）・3月17日（土）・3月24日（土）4月7日（土）

2 会　場 八千穂高原スキー場
＊4月開催の検定会・事前講習会は，サンメドウズ清里スキー場

3 主　催 NPO法人　山梨県スキー連盟
主　管 NPO法人　山梨県スキー連盟教育本部
責任者 教育本部長　川島　悠

4 受験資格 SAJ会員登録者（一時会員・暫定会員含む）
テクニカル　 SAJ　1級以上取得者
クラウン テクニカルプライズ取得者
受験年度の事前講習修了者

5 日程 日時 場所
事前講習会 当日
受付 8:30～9:00
開校式 9:00～
閉講式 15:30～

当日
検定会
受付 8:30～9:00
検定開始 9:30～
合格発表 検定終了後通達

6 テスト種目公認スキーバッチテスト規程及び実施要項に順ずる

7 申し込み （期限はﾃﾞｼﾞｴﾝﾄﾘｰにて確認）

8 申込金 事前講習料金（2単位） ¥6,500

受験料金 公認料
クラウン ¥5,000 ¥5,000
テクニカル ¥4,000 ¥3,500

9 必要書類 事前講習修了書・SAJ会員証・受験資格該当合格書コピー

10 問合せ先 強化委員長　　大江至　　　　　　　　　　　　　　090-4172-1881

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　　champboxerfreeski@ezweb.ne.jp

11 その他

・宿泊は各自で手配のこと
・参加者は必ず傷害保険に加入のこと
（傷害処置については応急処置のみとしそれ以外は責任を負いません）
・参加者のヘルメット着用を推奨します
・悪天候等のやむを得ない事情により、日程等を変更する場合があります
・受験者は受験受付時　「9．必要書類」を提出すること
・申込受付締切り後のキャンセルについては申込金は返却いたしません
・申込受付中のキャンセルは問合せ先にご連絡ください

・3月，4月の雪不足により，プライズテスト・事前講習を開催できないこともあるので，ホー
ムページにて確認をすること。

平成３０年度　
ＳＡＪ公認　山梨県プライズテスト

デジエントリーにて事前申込み

場所の詳細についてはデ
ジエントリー内要項で確認
してください

*振込みを完了しないとエントリー無効となります。
*振り込み日を過ぎた場合は，下記問い合わせ先に連絡下さい。
＋1,000円徴収にて参加可能です。　　　＊当日受付有り。



１　責任者　      教育本部長　　川島悠　

２　趣旨及び対象
指導員、準指導員検定を受験される方や、今シーズンの課題等を知りたい方
基礎を振り返ってみたい方、自らの技術を向上したい方に

３　レッスン内容
指導員、準指導員検定の内容をベースに、今シーズンの課題と共に
基礎的なトレーニングを重点に行い、実践へと結び付くトレーニング形式
のレッスン

４　講習時間
AM　9：30～11：30
PM　12：30～15：30

５　料金
１回　5,000円（１日）

６　レッスン開催日程・開催場所

第１回 Ｈ３０年　１月１４日（日）　サンメドウズ清里スキー場
第２回 Ｈ３０年　２月　３日（土）　ふじてんスノーリゾート
第３回 Ｈ３０年　２月２４日（土）　ふじてんスノーリゾート

７　集合場所
サンメドウズスキー場：２階休憩所付近
ふじてんスノーリゾート：センターハウスゲレンデ出口付近（ゲレンデ側）
※　レッスン開始の３０分前から受付を始めます。

８　申込み方法
 ＊1氏名　2住所　3電話（出来ましたら携帯）　4受講希望日を
   下記問い合わせ先までメールして下さい。
＊ 受講料はデジエントリーでの対応でお願いします。
※ 受講料未払いでのレッスン受講はできません！

９　お問い合わせ
普及委員会：三室　（090-3246-0753）
E-Mail:　　　　　kakinomi@dream.jp

１０　その他
＊　受講者は必ず保険に加入すること。
＊　講習中の事故は本人において処理すること。
＊　安全確保のためヘルメットの着用を推奨いたします。

1DＡＹ　レッスン



2017-2018　スキー指導員検定会及び準指導員検定会受験対策

アカデミックプロジェクト　２０１８の実施について

趣旨：

実施方法等：

対象者： 本年度指導員検定または準指導員検定を受検する者に限る。

日　時： １日目　 平成２９年１２月２３日（土）
２日目　 平成３０年　１月　６日（土）
３日目 平成３０年　１月１３日（土）
４日目 平成３０年　１月２０日（土）
５日目 平成３０年　２月１０日（土）　
６日目 平成３０年　２月１７日（土）

受講料： ６日間で３万円とする。

定　員： １３名

講　師： ブロック技術員（普及委員会副委員長：村山）ほか

会　場： サンメドウズ清里スキー場

申し込み先：

昨年度開催されたスキー指導員検定において『アカデミックプログラム』受講者の全
員が合格を手にすることができました。今年度は，スキー指導員検定会受検者に加
え準指導員検定会受検者も対象に，合否に一番影響する「基礎種目」の完全攻略
を目標に，合格率１００％の『アカデミックプログラム』のノウハウをふんだんに取り入
れ，【①理論立てたスキー技術】【②仲間】【③合格】【④自分で探す価値】の４つのベ
ネフィットを約束する。

アカデミックプロジェクト　２０１８は，「１ＤＡＹレッスン会」とは別に，検定種目のうち
「基礎種目」の徹底理解と体現を目指し，各自がスキー技術を研究していくことを支
援するとともに，検定会までの6日間を１コースとして実施する。

申込方法：メールにて下記宛てにお願い致します。
山梨県スキー連盟　教育部普及委員会　　三室和昭
　　　　　　　　　　kakinomi@dream.jp



１．主　　催　　　　 NPO法人　　山梨県スキー連盟

２．主　　管 NPO法人 山梨県スキー連盟　　教育本部強化委員会

３．会　　場 富士見高原スキー場

４．責任者 川島　悠 （山梨県スキー連盟教育本部長）

５．運営責任者 茂野裕子 （技術強化部長）

６．運営主任 長嶋啓貴　（教育副本部長）

７．現地総務　 長嶋啓貴

８．実技講師 監　督 茂野裕子 （ブロック技術員）

コーチ 長嶋啓貴 （SAJ専門員）

９．日　時 平成30年　１月１７日1月17日 （水）
1月24日 （水）
2月14日 （水）
2月21日 （水）
2月26日 （月）

１０．日　程 １８：００～１８：３０ 受付 （レストハウス内）
１８：３０～２０：３０ トレーニング
２０：３０ 解散

１１．参加料

１２．参加資格 ＊

１３．申込先　
　　　問い合わせ先

１回　２，０００円（当日現地にて徴収します。）

甲信越スキー技術選手権出場者・全日本スキー技術選手権
大会出場者その他強化委員会で認めた者

教育副本部長　　長嶋啓貴（080-5179-1973）

平成30年度　　山梨県スキー連盟　　教育本部
富士見高原ナイター技術選選手トレーニング

開催要項

＊



１　会　期　

２　会　場

３　参加資格

4　申込先及び方法

＊
＊
＊

５　申し込み締め切り

６　参加費
・１０，０００円

７　問い合わせ先
強化委員長　　大江　至　（090-4172-1881）
　　　　　　　　　　　　　　　　champboxerfreeski@ezweb.ne.jp

丸山貴雄スペシャルレッスン

平成２８年12月　1日（金）～12月17日（日）まで　　定員１２名　　先着順

平成29年12月25日（月）

サンメドウズ清里スキー場

小学生2級同等レベルの方　定員12名

強化委員長　　大江　至　（090-4172-1881）
　　　　　　　　　　　　　　　　champboxerfreeski@ezweb.ne.jp

電話もしくはメールにて申し込むこと。
参加料は、当日担当（強化委員長　大江　至）に支払う。
キャンセルは、１２月17日（日）まで。それ以降のキャンセルは参加料を
納入していただきます。



１　会　期　

２　会　場

３　参加資格

4　申込先及び方法

＊
＊
＊

５　申し込み締め切り

６　参加費
・６，０００円

７　問い合わせ先
強化委員長　　大江　至　（090-4172-1881）

　　　　　　　　　　　　　　　　champboxerfreeski@ezweb.ne.jp

平成30年２月3日（土）

サンメドウズ清里スキー場

2級同等レベルの方　定員12名

平成29年12月1日（金）～１月28日（日）まで　　定員12名　先着順

長嶋佐織元SAJデモ　技術選手権大会直前ｽﾍﾟｼｬﾙﾚｯｽﾝ

強化委員長　　大江　至　（090-4172-1881）
　　　　　　　　　　　　　　　　champboxerfreeski@ezweb.ne.jp

電話もしくはメールにて申し込むこと。
参加料は、当日担当（強化委員長　大江　至）に支払う。
キャンセルは，１月28日（日）まで。それ以降のキャンセルは参加料を納
入していただきます。


