
 

№ 行　　事　　名 期　　日 会　　場 担当委員会

1 スキーデモ・強化指定選手合宿№１ 10月下旬 狭山ｽｷｰ場 技術強化

2 SAJスキー指導者研修会（理論）№1．№2．№3 11月4日(日)
鴻巣市文化センター
クレアこうのす

指導

3 SAJスキー公認検定員A・B・C級クリニック（理論）№1．№2．№3 11月4日(日)
鴻巣市文化センター
クレアこうのす

検定

4 スキーデモ・強化指定選手合宿№2 11月中旬 狭山ｽｷｰ場 技術強化

5 スキー指導者養成講習会（指導員検定 理論） 11月11日(日) 日本工業大学 技術

6 スキー指導者養成講習会（準指導員検定 理論） 11月11日(日) 日本工業大学 技術

7 公認パトロール養成講習会（公認パトロール検定 理論） 11月11日(日) 日本工業大学 安全対策

8 SAJスキー技術員研修会（北関東ブロック） 12月1日(土)～12月2日(日) 鹿沢スノーエリア 指導

9 SAJスノーボード技術員研修会（北関東ブロック） 12月1日(土)～12月2日(日) 鹿沢スノーエリア スノーボード

10
SAJスキー指導者研修会講師研修№1
　　　　　　　　　　〃 　　　　　　　　　　№2

12月7日(金)
12月9日(日)

鹿沢スノーエリア 指導

11 SAJスノーボード指導者研修会講師研修 12月　7日(金) 鹿沢スノーエリア スノーボード

12 SAJスキー指導者研修会№1（実技） 埼玉主管鹿沢会場 12月8日(土)～12月9日(日) 鹿沢スノーエリア 指導

13
SAJスキー公認検定員A・B・C級クリニック№1（実技）
埼玉主管鹿沢会場

12月8日(土)～12月9日(日) 鹿沢スノーエリア 検定

SAJスノーボード指導者研修会（理論・実技） 埼玉主管鹿沢会場

スノーボード指導者（準指導員検定 理論・実技）養成講習会№1

15 SAJスキー指導者研修会№2（実技） 埼玉主管鹿沢会場 12月10日(月)～12月11日(火) 鹿沢スノーエリア 指導

16
SAJスキー公認検定員A・B・C級クリニック№2（実技）
埼玉主管鹿沢会場

12月10日(月)～12月11日(火) 鹿沢スノーエリア 検定

17 SAJスキー指導者研修会講師研修№3 12月14日(金) 万座温泉 指導

18 SAJスキー指導者研修会№3（実技） 埼玉主管万座会場 12月15日(土)～12月16日(日) 万座温泉 指導

19
SAJスキー公認検定員A・B・C級クリニック№3（実技）
埼玉主管万座会場

12月15日(土)～12月16日(日) 万座温泉 検定

20 指向別講習会（セパレート・キャンプ） 12月15日(土)～12月16日(日) 小海リエックス 技術

21 スノーボードレベルアップ講習会№1 12月15日(土) 鹿沢スノーエリア スノーボード

22 公認パトロール養成講習会（公認パトロール検定 実技）№1 12月16日(日) 鹿沢スノーエリア 安全対策

23 指導者特別強化合宿・新人指導者強化合宿 1月12日(土)～1月14日(月) 戸隠 指導

24 SAJスキー指導者研修会№4（理論・実技） 埼玉主管戸隠会場 1月12日(土)～1月14日(月) 戸隠 指導

25
SAJスキー公認検定員A・B・C級クリニック№4（理論・実技）
埼玉主管戸隠会場

1月12日(土)～1月14日(月) 戸隠 検定

26 スキー指導員養成講習会（指導員検定 実技） 1月12日(土)～1月14日(月) 戸隠 技術

27 スキー指導者養成講習会（準指導員検定 実技） 1月12日(土)～1月14日(月) 戸隠 技術

28 チャレンジ戸隠（1・2級講習／テスト） 1月12日(土)～1月14日(月) 戸隠 企画

14 12月8日(土)～12月9日(日) 鹿沢スノーエリア
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№ 行　　事　　名 期　　日 会　　場 担当委員会

29 プライズ講習／テスト 1月12日(土)～1月14日(月) 戸隠 検定

スノーボード指導者（準指導員検定 理論・実技）養成講習会№2

スノーボード指導者（指導員検定 理論・実技）養成講習会№1・
資格移行講習会

スノーボードレベルアップ講習会№2

31
第52回埼玉県スキー連盟技術選手権大会兼全日本選手権大会
（予選）

1月18日(金)～1月19日(土)

32
第52回埼玉県スキー連盟技術選手権大会兼全日本選手権大会
（決勝）

1月20日(日)

33 第7回埼玉県シニアスキー技術選手権大会 1月18日(金)～1月19日(土)

34 第4回埼玉県ジュニアスキー技術選手権大会 1月18日(金)～1月19日(土)

35 第30回北関東スキー技術選手権大会兼北関東選抜選手合宿 1月25日(金)～1月27日(日) 鹿沢スノーエリア 技術強化部

36
第14回北関東スノーボード技術選手権大会
兼第15回埼玉県スノーボード技術選手権大会兼全日本予選会

1月26日(土)～1月27日(日)
スノーパーク
尾瀬戸倉

スノーボード

37 公認パトロール養成講習会（公認パトロール検定 実技）№2 1月27日(日) 赤沢 安全対策

38
スキー指導員・準指導員検定受検対策講習会
（シミュレーション・キャンプ）

2月2日(土)～2月3日(日) 戸隠 技術

39 スキー全日本選抜選手強化合宿№1兼強化指定選手合宿№3 2月16日(土)～2月17日(日) 戸隠 技術強化

40 スキー準指導員検定会（理論・実技） 2月22日(金)～2月24日(日) 戸隠 検定

41 スノーボード準指導員検定会（理論・実技） 2月23日(土) 戸隠 スノーボード

42 スノーボード全日本選抜選手強化合宿 2月24日(日) 戸隠 スノーボード

43 SAJスキー公認検定員B級テスト（理論・実技） 戸隠会場 2月23日(土)～2月24日(日) 戸隠 検定

44 第16回全日本スノーボード技術選手権大会 2月28日(木)～3月3日(日) 上越国際 スノーボード

45 スキー全日本選抜選手強化合宿№2 3月2日(土)～3月3日(日) 白馬八方尾根 技術強化

46 第56回全日本スキー技術選手権大会 3月4日(月)～3月10日(日) 白馬八方尾根 技術強化

47 SAJスキー指導者研修会№5（理論・実技） 埼玉主管万座会場 3月16日(土)～3月17日(日) 万座温泉 指導

48
SAJスキー公認検定員A・B・C級クリニック№5（理論・実技）
埼玉主管万座会場

3月16日(土)～3月17日(日) 万座温泉 検定

49 ＳＡＪスキー公認検定員C級テスト（理論・実技） 万座会場 3月16日(土)～3月17日(日) 万座温泉 検定

50 スキー・デモ強化合宿№3兼強化指定選手合宿№4 4月13日(土)～4月14日(日) かぐら 技術強化

51 埼玉県スキー連盟懇親ゴルフコンペ 7月4日(木)
下仁田
カントリークラブ

企画

2月16日(土)～2月17日(日) 丸沼高原 検定

3月2日(土)～3月3日(日) 鹿沢スノーエリア 検定

3月30日(土)～3月31日(日) 神立高原 検定

※２夏期強化指定選手トレーニング 6月～11月 別途 技術強化

スノーボード戸隠1月12日(土)～1月14日(月)30
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プライズ講習／テスト委託開催※１

検定
技術
技術強化部

戸隠
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