
２０２１年度  教育部 (スノーボード) 事業 

 

スノーボード指導者研修会 

事業名 会 期 会 場 

指導者研修会 ２０２１年１月９日(土) さかえ倶楽部 

 

スノーボード指導者検定 

準指導員検定会(理論・実技)※振替 ２０２１年１月１１日(月) さかえ倶楽部 

準指導員検定会(理論・実技) ２０２１年３月２１日(日) 湯の丸高原 

 

スノーボード指導者養成講習会関係 

養成講習会･第 1 会場(理論・実技) ２０２１年１月１０日(日) ～１１ 日(月) さかえ倶楽部 

養成講習会･第 2 会場(理論・実技) ２０２１年２月１３日(土) ～１４ 日(日) 会津たかつえ 

準指導員検定直前講習会（振替） ２０２１年１月１１日（月） さかえ倶楽部 

準指導員検定直前講習会 ２０２１年３月２０日(土) 湯の丸高原 

 

スノーボードレベルアップ講習会 

レベルアップ講習会･第 1 会場 ２０２１年１月１０日(日) ～１１ 日(月) さかえ倶楽部 

レベルアップ講習会･第 2 会場 ２０２１年２月１３日(土) ～１４ 日(日) 会津たかつえ 

レベルアップ講習会･第 3 会場 ２０２１年３月２０日(土) ～２１ 日(日) 湯の丸高原 

 

スノーボードバッジテスト 

バッジテスト･第 1 会場 ２０２１年１月１１日(月) さかえ倶楽部 

バッジテスト･第 2 会場 ２０２１年２月１４日(日) 会津たかつえ 

バッジテスト･第 3 会場 ２０２１年３月２１日(日) 湯の丸高原 

 

スノーボード技術選関係等 

南関東スノーボード技術選手権大会 

兼・全日本スノーボード技術選手権

選考会千葉県予選会 

２０２１年２月６日(土)～７日(日) 尾瀬戸倉（予定） 

 

ＳＡＪ・南関東等 

スノーボード技術員研修会(南関東) ２０２０年１１月２７日(金)～２９日(日) 湯の丸高原 

南関東ブロック 

スノーボード技術選手権強化合宿 
未定 未定 

第１７回全日本スノーボード技術選

手権大会 
２０２１年２月２５日(木)～２８日(日) 上越国際（予定） 

スノーボード指導員検定会(理論・実

技) 
２０２１年２月１９日(金)～２１日(日) 

① 朝里川温泉 

② 菅平高原 

 



スノーボード指導者研修会 

 

会 期       ２０２１年１月９日(土) 

会 場       長野県 さかえ倶楽部スキー場 

本 部       北野天満温泉学問の湯 

          〒389-2703 長野県下水内郡栄村堺１４６５５ 

詳細等は下記の担当理事へお問合せください 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。なお期日を過ぎての申込は担当理事へ

確認ください。 

申込締切      ２０２０年１２月１８日(金)事務局必着 

参加料       ６，０００円（デジエントリー）、７，０００円（締切後） 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也   TEL：080-3317-8095 E-mail：junya.ohno@gmail.com 

講師        ＳＡＪデモンストレーター・ＳＡＪスノーボード技術員他 

日程        ①受 付   ２０２１年１月９日(土)   ８時１５分 

          ②開会式                  ８時３０分 

          ③実技・理論講習(実技２単位・理論１単位・自習) 

          ④閉会式                 １７時００分 

 

その他留意事項 

１．日帰りで受講可能です。(理論１単位、実技２単位) 

２．行事の問い合わせ等は上記担当者に行ってください。 

３．当日必要書類：ＳＡＪ登録会員証、指導者資格証 

持参品：ＳＡＪスノーボード教程、教育本部オフィシャルブック、資格検定受検者のために、筆記

用具。 

※受付は受講年度のＳＡＪ登録会員証の確認にて行います。忘れた場合、確認ができないことから研

修会の終了扱いとはなりませんので注意願います。 

４．参加申込み後、都合によりキャンセルされた場合、原則として参加料は返金しません。 

  行事が雪不足並びに本連盟の事情により中止になった場合は、事務手数料として 1,000円を除いて  

返金します。 

５．講師にデモを予定していますが、スケジュールの都合上、デモが講師として参加できない場合もあ

りますのでご了承ください。 

６．施設内での講習の際はマスクの着用をお願いいたします。 

 

【他県にて研修会等に参加する場合】 

千葉県から他連盟で研修会に参加する方は、データベースに登録するため、事務手数料 1,000 円と

送金明細書を添えて事務局宛に送付願います。 

 

 

 



 

スノーボード指導者検定関係 

 

２０２１年度 準指導員検定会(理論・実技) 

 

会 期       ２０２１年３月２１日(日) 

会 場       長野県 湯ノ丸スキー場 

本 部       シティオス地蔵(予定) 

          〒389-0501 長野県東御市湯の丸高原 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。なお期日を過ぎての申込は担当理事へ

確認ください。 

申込締切      ２０２１年２月１０日(水)  

参加料       ２０，０００円（デジエントリー）、２１，０００円（締切後） 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也   TEL：080-3317-8095 E-mail：junya.ohno@gmail.com 

検定員       ＳＡＪスノーボード技術員他 

日程        ①受付(シティオス地蔵)・開会式 

   ２０２１年３月２１日(日)   ８時３０分 

          ②理論検定                    ９時００分～ 

          ③実技検定                   １２時００分～ 

          ④閉会式・合格発表・合格手続等         １４時００分～ 

    

その他留意事項 

１．受検資格  

(１)当該受検年度発行の教育本部オフィシャルブック(以下、オフィシャルブック)の受検資格を満

たしている者 

(２)オフィシャルブック記載の実技・理論単位数を取得し、養成講習会を修了した者 

２．行事の問い合わせ等は上記担当者に行ってください。 

３．当日必要書類：ＳＡＪ登録会員証、スノーボード級別テスト１級合格証、養成講習修了証 

持参品：ＳＡＪ スノーボード教程、オフィシャルブック、資格検定受検者のために、筆記用具。 

４．公認料等 合格者は当日公認料等 13,500円の支払いが必要です。 

５．宿泊については、コロナ下において宿泊施設との入念な打ち合わせのもと、万全の体制で臨むこと

としますが、心配な方につきましては自己解決でご対応ください。またその際はご連絡ください。 

  ※なお宿泊費は県連斡旋価格で９，０００円（税別）未満（シティオス地蔵泊）を予定しています。 

６．参加申込み後、都合によりキャンセルされた場合、原則として参加料は返金しません。 

  行事が雪不足並びに本連盟の事情により中止になった場合は、事務手数料として 1,000円を除いて   

返金します。 

７．参加者については施設内においてマスク着用をお願いいたします。 

 



 

【他県連所属の方が本検定会に参加する場合】 

申し込みは、必ず所属連盟を通じて申し込みをしてください。(個人での申し込みは不可) 

千葉県連斡旋価格での宿泊が可能な場合もございます。宿泊が必要な方につきましては担当理事に

ご相談ください。 

 

指導員検定会 (理論・実技) 

 

主 催       公益財団法人 全日本スキー連盟教育本部 

 

会 場       ①北海道 朝里川温泉 

②長野県 菅平高原 

      

会 期       ２０２１年２月１９日(金)～２１日(日) 

 

その他留意事項 

１．受検資格 

 当該受検年度発行のオフィシャルブックの受検者資格を満たしている者に限ります。 

 詳細についてはオフィシャルブックをご確認ください。 

２．受検要綱・願書は８４円切手を貼った返信用封筒を送付し、県連事務局に請求すること。 



スノーボード指導者養成講習関係 

 

指導者養成講習会・第１会場(理論・実技・指導) 

 

会 期       ２０２１年１月１０日(日)～１１日(月) 

会 場       長野県 さかえ倶楽部スキー場 

本 部       北野天満温泉学問の湯 

          〒389-2703 長野県下水内郡栄村堺１４６５５ 

詳細等は下記の担当理事へお問合せください 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。なお期日を過ぎての申込は担当理事へ

確認ください。 

申込締切      ２０２０年１２月１８日(金)事務局必着 

参加料       １０，０００円（デジエントリー）、１１，０００円（締切後） 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也   TEL：080-3317-8095  E-mail：junya.ohno@gmail.com 

講師        ＳＡＪスノーボード技術員他 

日程        ①受付・開会式(ホテル前)  ２０２１年１月１０日   ８時３０分 

          ②閉会式           ２０２１年 1月１１日 １６時００分 

          ※詳細は当日の日程表を確認すること 

 

 

 

指導者養成講習会・第２会場(理論・実技・指導) 

会 期       ２０２１年２月１３日(土)～１４日(日) 

会 場       福島県 会津たかつえスキー場 

本 部       アストリアロッジ    

          福島県南会津郡南会津町高杖原５３５ 

詳細等は下記の担当理事へお問合せください 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。なお期日を過ぎての申込は担当理事へ

確認ください。 

申込締切      ２０２１年１月８日(金)  

参加料       １０，０００円（デジエントリー）、１１，０００円（締切後） 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也   TEL：080-3317-8095  E-mail：junya.ohno@gmail.com 

講師        ＳＡＪスノーボード技術員他 

日程        ①受付・開会式(ホテルロビー)  ２０２１年２月１３日  ８時３０分 

          ②閉会式             ２０２１年２月１４日 １６時００分 

          ※詳細は当日の日程表を確認すること 



準指導員検定・直前講習会(理論・実技) 

 

会 期       ２０２１年３月２０日(土) 

会 場       長野県 湯ノ丸スキー場 

本 部       シティオス地蔵(予定) 

          〒389-0501 長野県東御市湯の丸高原 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。なお期日を過ぎての申込は担当理事へ

確認ください。 

申込締切      ２０２１年２月１０日(水)  

参加料       ３，０００円（デジエントリー）、４，０００円（締切後） 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也   TEL：080-3317-8095 E-mail：junya.ohno@gmail.com 

講師        ＳＡＪスノーボード技術員、ＳＡＣスノーボード専門委員他 

日程        ①受付(シティオス地蔵)    ２０２１年３月２０日 ８時３０分 

          ②開始                       ９時００分 

          ③終了                      １２時００分 

          ※理論を中心に講習を行ないますが、実技の講習も行いますので、 

当日はウェアを来て参加してください。 

 

第１～２会場、直前講習会 共通留意事項 

１．受付は基本宿泊場所ロビーとなります。   

２．第１・第２会場のうち２日間の受講で、実技 12 時間、理論 4 時間、指導 2 時間(いずれも自主学習

を含む)の単位取得は可能となりますが、遅刻等の場合は単位取得ができませんので別の会場での受

講が必要となります。 

３．スケジュールは受講者数、天候等により変更になる場合があります。 

４．当日必要書類 ＳＡＪ登録会員証 

   持参品：ＳＡＪスノーボード教程、オフィシャルブック、資格検定受検者のために、筆記用具 

５．参加申込後、都合によりキャンセルされた場合は原則として参加料は返金しません。ただし、行事

が大雪による交通遮断、雪不足ならびに、本連盟の事情により中止になった場合は、事務手数料と

して 1,000円を除いて返金します。 

６．宿泊については、コロナ下において宿泊施設との入念な打ち合わせのもと、万全の体制で臨むこと

としますが、心配な方につきましては自己解決でご対応ください。また個人で宿泊を希望される方

のみ県連担当役員へメールでご連絡ください。なお宿泊はすべて千葉県連斡旋価格での提供となり

ます。 

  (宿泊費・リフト２日券がついて 13,000円程度)  

７．参加者については施設内においてマスク着用をお願いいたします。 

 

 

 



 

スノーボードレベルアップ講習会等 

 

レベルアップ講習会 第１会場 

 

会 期       ２０２１年１月１０日(日)～１１日(月) 

会 場       長野県 さかえ倶楽部スキー場 

本 部       北野天満温泉学問の湯 

          〒389-2703 長野県下水内郡栄村堺１４６５５ 

詳細等は下記の担当理事へお問合せください 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。なお期日を過ぎての申込は担当理事へ

確認ください。 

申込締切      ２０２０年１２月１８日(金)事務局必着 

参加料       ７，５００円（デジエントリー）、８，５００円（締切後） 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也   TEL：080-3317-8095 E-mail：junya.ohno@gmail.com 

講師        ＳＡＪスノーボード技術員、ＳＡＣスノーボード専門委員他 

日程        ①受付・開会式       ２０２１年１月１０日  ８時３０分 

          ②閉会式          ２０２１年１月１１日 １６時００分 

          ※詳細は当日の日程表を確認すること 

 

レベルアップ講習会 第２会場 

 

会 期       ２０２１年２月１３日(土)～１４日(日) 

会 場       福島県 会津たかつえスキー場 

本 部       アストリアロッジ    

          福島県南会津郡南会津町高杖原５３５ 

※ 詳細等は下記の担当理事へお問合せください 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。なお期日を過ぎての申込は担当理事へ

確認ください。 

申込締切      ２０２１年１月８日(金)  

参加料       ７，５００円（デジエントリー）、８，５００円（締切後） 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也  TEL：080-3317-8095  E-mail：junya.ohno@gmail.com 

講師        ＳＡＪスノーボード技術員、ＳＡＣスノーボード専門委員他 

日程        ①受付・開会式       ２０２１年２月１３日  ８時３０分 

          ②閉会式          ２０２１年２月１４日 １６時００分 

          ※詳細は当日の日程表を確認すること 

 



 

レベルアップ講習会 第３会場 

 

会 期       ２０２１年３月２０日(土)～２１日(日) 

会 場       長野県 湯ノ丸スキー場 

本 部       シティオス地蔵(予定) 

          〒389-0501 長野県東御市湯の丸高原 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。なお期日を過ぎての申込は担当理事へ

確認ください。 

申込締切      ２０２１年２月１０日(水)  

参加料       ７，５００円（デジエントリー）、８，５００円（締切後） 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也   TEL：080-3317-8095 E-mail：junya.ohno@gmail.com 

講師        ＳＡＪスノーボード技術員、ＳＡＣスノーボード専門委員他 

日程        ①受付・開会式      ２０２１年３月２０日  ８時３０分 

          ②閉会式         ２０２１年３月２１日 １６時００分 

          ※詳細は当日の日程表を確認すること 

 

 

第１～３会場 共通留意事項 

１．受付は宿泊場所ロビーとなります 

２．お申込みについては、スノーボードの用具を一式ご持参できる方に限ります。 

  ※レンタル等の場合は混雑具合によりスケジュール等に影響があることから受付いたしません 

３．第１・第２会場については、指導者・1級の方を対象にエキスパートクラスを開設いたします。ＳＡ

Ｃ専門委員の技術選決勝上位者がクラスを担当する予定です。希望者はその旨記載願います。なお、

クラスについては大きなレベル差がある場合は適宜変更等の対応をさせていただきます。 

４．３会場とも最終日にバッジテストを開催(別料金)します。 

５．参加申込後、都合によりキャンセルされた場合は原則として参加料は返金しません。ただし、行事

が大雪による交通遮断、雪不足ならびに、本連盟の事情により中止になった場合は、事務手数料と

して 1,000円を除いて返金します。 

６．宿泊については、コロナ下において宿泊施設との入念な打ち合わせのもと、万全の体制で臨むこと

としますが、心配な方につきましては自己解決でご対応ください。また個人で宿泊を希望される方

のみ県連担当役員へメールでご連絡ください。なお宿泊はすべて千葉県連斡旋価格での提供となり

ます。 

  (宿泊費・リフト２日券がついて 13,000円程度)  

７．参加者については施設内においてマスク着用をお願いいたします。 



スノーボードバッジテスト 

 

バッジテスト 第１会場 

 

会 期       ２０２１年１月１１日(月) 

会 場       長野県 さかえ倶楽部スキー場 

本 部       北野天満温泉学問の湯 

          〒389-2703 長野県下水内郡栄村堺１４６５５ 

詳細等は下記の担当理事へお問合せください 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。 (現地受付も可能です。事前にお問い

合わせください) 

申込締切      ２０２０年１２月１８日(金) 

検定料       １級 ３，０００円  ２級 ２，０００円  ３級 １，０００円 

          ４級   ７００円  ５級   ７００円 

事前講習      ３，０００円(初回受検者は必ず受講してください) 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也 TEL：080-3317-8095  E-mail：junya.ohno@gmail.com 

検定員       ＳＡＪスノーボード技術員、ＳＡＣスノーボード専門委員他 

日程        ①受付            ２０２１年１月１３日 ８時３０分 

          ②事前講習                     ９時００分 

          ③バッジテスト                  １３時３０分 

          ④閉会式・合格発表・合格手続           １５時００分 

          ※詳細は当日の日程表を確認すること 

 

バッジテスト 第２会場 

 

会 期       ２０２１年２月１４日(日) 

会 場       福島県 会津たかつえスキー場 

本 部       アストリアロッジ   

          福島県南会津郡南会津町高杖原５３５ 

※ 詳細等は下記の担当理事へお問合せください 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。 (現地受付も可能です。事前にお問い

合わせください) 

申込締切      ２０２１年１月８日(金)  

参加料       １級 ３，０００円  ２級 ２，０００円  ３級 １，０００円 

          ４級   ７００円  ５級   ７００円 

事前講習      ３，０００円(初回受検者必ず受講してください) 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也 TEL：080-3317-8095  E-mail：junya.ohno@gmail.com 



検定員       ＳＡＪスノーボード技術員、ＳＡＣスノーボード専門委員他 

日程        ①受付            ２０２１年２月１４日 ８時３０分 

          ②事前講習                     ９時００分 

          ③バッジテスト                  １３時３０分 

          ④閉会式・合格発表・合格手続           １５時００分 

          ※詳細は当日の日程表を確認すること 

 

バッジテスト 第３会場 

 

会 期       ２０２１年３月２１日(日) 

会 場       長野県 湯ノ丸スキー場 

本 部       シティオス地蔵(予定) 

          〒389-0501 長野県東御市湯の丸高原 

申込方法      参加料はデジエントリーで申込ください。 (現地受付も可能です。事前にお問い

合わせください) 

申込締切      ２０２１年２月１０日(水)  

参加料       １級 ３，０００円  ２級 ２，０００円  ３級 １，０００円 

          ４級   ７００円  ５級   ７００円 

事前講習      ３，０００円(初回受検者および１級は必ず受講してください。) 

役員        県連役員 

担当理事      大野淳也   TEL：080-3317-8095 E-mail：junya.ohno@gmail.com 

検定員       ＳＡＪスノーボード技術員、ＳＡＣスノーボード専門委員他 

日程        ①受付            ２０２１年３月２１日 ８時３０分 

          ②事前講習                     ９時００分 

          ③バッジテスト                  １３時３０分 

          ④閉会式・合格発表・合格手続           １５時００分 

          ※詳細は当日の日程表を確認すること 

 

第１～３会場 共通留意事項 

１．受付は宿泊場所ロビーとなります。 

２．合格者は公認料を納付して、バッジの交付ならびに合格証(１・２級のみ)の交付を受けなければ有

効にはなりません。 

３．１級合格者は、当該年度中にＳＡＪ会員登録を完了しなければなりません。ＳＡＪ会員未登録者に

ついては、千葉県連のクラブに暫定的所属を行なうこととします。なお、ＳＡＪ登録料等 3,000 円

にクラブ会費 3,000円程度(各クラブの規程による)がかかります。 

４．参加申込後、都合によりキャンセルされた場合は原則として参加料は返金しません。ただし、行事

が大雪による交通遮断、雪不足ならびに、本連盟の事情により中止になった場合は、事務手数料と

して 1,000円を除いて返金します。 

５．なお、合格者は別途公認料が必要となります。 

６．参加者については施設内においてマスク着用をお願いいたします。 



 

 

スノーボード技術選関係 

 

南関東スノーボード技術選手権大会 兼・全日本スノーボード技術選手権選考会千葉県予選会 

 

会 期       ２０２１年２月６日(土)～７日(日) 

会 場       群馬県 尾瀬戸倉（予定） 

本 部       未定 

申込方法      デジエントリーにてお申込みください。なお、本大会は神奈川県連が主催となっ

ているため、神奈川県連の行事からお申込みください。その際、県連の選択する

画面で「千葉県」を選択いただかなければ千葉からのエントリーとなりませんの

で十分にご注意ください。 

申込締切      デジエントリーにて掲示されますのでご確認ください。 

参加料       未定 

役 員       南関東各県連役員 

千葉県連役員    大野淳也   TEL：080-3317-8095 E-mail：junya.ohno@gmail.com 

日 程       １日目 ①受付       ８時００分～８時４５分 

              ②開会式      ９時００分～９時３０分 

              ③競技      １０時００分～１５時００分 

          ２日目  ①競技       ９時００分～１１時００分 

              ②閉会式・表彰式 １４時００分～ 

          ※日程はあくまで予定となります。当日、大会主催者の指示をご参照ください。 

採点方法      ５審３採制で全種目の合計点で順位を決定します。 

表 彰       各カテゴリーの 1位から６位を表彰します。 

代表選考      千葉県代表は大会終了後、下記のとおり現地にて選考します。 

選考委員      ＳＡＪ技術員ならびにＳＡＣ役員 

 

 

代表選考について 

１．参加資格   千葉県の代表選考については以下の条件を満たす者とします 

(１)満１８歳以上 

(２)ＳＡＣの会員でデジエントリーを千葉県で申し込んだ者 

(３)ＳＡＪスノーボード指導員・準指導員もしくは大会当日にバッジテスト１級を有する者 

(４)全日本大会期間中、千葉県代表として監督の指示に従い団体行動を取れる者 

   (５)大会について 

※  全日本出場にかかる費用は各自負担。前大会上位者には一部補助あり 

２．選考基準 

(１)今年度千葉県代表枠は後日発表します(昨年度１０名) 

(２)南関東スノーボード技術選手権大会での成績、前年度全日本技術選での成績、ＳＡＣ役員  



等の推薦など千葉県連への貢献度等を総合的に勘案し、部門別(ＡＬ男子・ＦＳ男子・ＡＬ

女子・ＦＳ女子)に推薦者を決定します。なお各部門 1名の補欠を選出します。 

(３)代表内定者は当日、全日本参加費１２，０００円（予定）を徴収します。(後日キャンセルの

場合も返金いたしません)。当日申込書に記入をお願いしますが、スポーツ傷害保険の証券

番号が必要となりますので、代表選考希望者は当日持参してください。 

 

その他留意事項 

(１)大会詳細は、別途大会要項を参照してください。 

(２)各自傷害保険に加入の上、参加してください。 

(３)参加者の代理受付は、可とし、ビブは、受付時に配布します。 

(４)代表選手は、閉会式後に全日本申込み手続きを行ないますがその際、ＳＡＪ会員Ｎｏ・ 

加入傷害保険の会社名、証書番号及び全日本スキー技術選手権申込金が必要です。 

(５)参加申し込み後のキャンセルは、参加費等の返却ができませんのでご注意ください。 

(６)スタートコールに間に合わない場合、その種目は、失格になります。 

(７)安全のためヘルメットの着用を義務付けます。 

(８)種目およびスケジュールは、天候の都合等により変更する場合があります。 


