
2015/2016年 度 (公財)全 日本スキー連盟 教育本部行事予定表【案】
2015年 7月 10日 現在

2015年 7月 10日

インタースキーウシュアイア大会派遣 Ю15年 9月 5日 (土 )～ 9月 12日 (土 ) ARG ウシュアイア

スキー専門委員会議 2015年 10月 25日 (日 ) 東 , [都 シダックスホール

第1回ナショナルデモンストレーター合宿 2015年 11月 18日 (2К )～ 11月 20日 (fき ) 長野県 熊の湯スキー:

スキー中央研修会 と015年 11月 20日 (f:)～ 11月 22日 (日 ) 長野県 熊の湯スキー場

第1回 SA」デモンストレーター合宿 2015年 11月 20日 (■:)～ 11月 22日 (日 ) 尋野県 熊の河スキー

スキー技術員研修会 (北海道) 2015年 11月 27日 (金 )～ 11月 29日 (日 ) 道 国際スキー場

スキー技 術 員研修 会 (東北 ) 2015年 12月 4日 (百:)～ 12月 6日 (日 ) 岩手県 奏上し

"

原スキー場

スキー技術 員研修 会 (JL関東 ) 5年 11月 27日 (金 )～ 11月 29日 (日 ) 詳馬県 菫沢スノーエリア

スキー技術員研修会 (南関東 ) 5年 11月 28日 (土 )～ 11月 29日 (日 ) 長野県 熊の湯スキー場

スキー技術員研修会 (甲 信越) 5年 12月 7日 (月 )～ 12月 9日 (7K) 長野県 暁額山スキー場

スキー技術員研修会 (東海・北陸) 5奮ヨ1月 28日 (`:)～ 11月 30日 (日 ) 岐阜県 )インク
・
ヒル自1 :リツ

・―ト

スキー技術員研修会 (西 日本 ) 5年 12月 5日 (土 )～ 12月 6日 (日 ) 兵庫県 :神鍋スキー場

公認スキー学校主任教師研修会 (第1会場 ) 2015年 12月 5日 (」二)～ 12月 6日 (日 ) トロロスノーワールド

公認スキー学校主任教師研修会 (第2会場 ) 2015年 12月 4日 (fb)～ 12月 6日 (日 ) 岩手県 安比僣原スキー場

公認スキー学校主任教師研修会 (第3会 : ) 2015年 11月 27日 (■:)～ 11月 29日 (日 ) 詳馬県 琵沢スノーエリア

公認スキー学校主任教師研修会 (第4会場 ) 2015年 12月 7日 (月 )～ 12月 9日 (7К ) :野県 顧 Luスキー場

公認スキー学校主任教師研修会 (第5会場 ) 2015年 12月 17日 (木 )～ 12月 19日 (土 ) [県 まおのき平スキー場

公認スキー学校主任教師研修会 (第6会場 ) 2015年 12月 5日 (」1)～ 12月 7日 (日 ) 兵庫県 :神鍋スキー場

スキー大学 (第 1会場 ) 2016年 1月 8日 (fL)～ 1月 11日 (月 ) 道 目里川温泉スキー場

スキー大学 (第 2会場 ) 2016年 1月 15日 (金 )～ 1月 18日 (月 ) 長野県 白馬五竜スキー場

スキー大学 (第 3会場 ) 2016年 2月 12日 (金 )～ 2月 15日 (月 ) 隔島県 階百代スキー場

スキー指導員検定会 (第 1会場 )

2016年 2月 26日 (金 )～ 2月 28日 (日 )

北海道 調 里 jl!濡 見 スキー場

スキー指導員検定会 (第2会場) 青森県 太鰐スキー場

スキー指導員検定会 (第3会場) 栃木県 ′ヽンターマウンテン塩原
スキー指導員検定会 (第4会場) 岐阜県 まおのき平スキー場

スキー指導員検定会 (第5会場) 兵庫県 奥神鍋スキー場

スキーA級検 足 員検 定会 (第 1会場 )

2016年 2月 27日 (土 )～ 2月 28日 (日 )

北海道 調里川温泉スキー場

スキーA級検定員検定会 (第2会場 ) 青森県 太鰐スキー場

スキーA級検定員検定会 (第3会場 ) 栃木県 ′ヽンターマウンテン塩原

スキーA級検定員検定会 (第4会場 ) 岐阜県 ほおのき平スキー場

スキーA級検定員検定会 (第5会場 ) 兵庫県 ミ相ドg局スキーJ

事53回全日本スキー技術選手権大会兼デモンストレーター選考
2016年 3月 8日 (火 )～ 3月 13日 (日 ) 長野県 白馬八方尾根スキー場

事2回ナショナルデモンストレーター合宿 2016年 4月 4日 (月 )～ 4月 7日 (水 ) 長野県 野沢温泉スキー場

=2回
SA」デモンストレーター合層 2016年 4月 4日 (月 )～ 4月 7日 (水 ) 長野県 野沢温泉スキー場

ミックカントリー講習会 2016年 3月 26日 (土 )～ 3月 27日 (日 ) 新潟県 シャルマン火打スキー場

散育本部会議 未定 東京都 未定

全国安全対策委員長会議 2015年 1月 7日 (土 ) 東京都 岸記念体育館(又は都内)

スキーパトロール中央研修会 20154F 1月 20日 (金 )～ 11月 22日 (日 ) 長野県 爬 の 湯 スキー場

スキーバ トロール 技 術 員研修 会 (北海道 ) 2015年 1月 27日 (`≧ )～ 11月 29日 (日 ) 1ヒ 海道 IL幌 国際スキー場

スキーバ トロール技 術 員研修 会 (東北 ) 2015年 2月 4日 (金 )～ 12月 6日 (日 ) 岩手県 安比高原スキー場
スキーバ トロール技 術 員研修会
′
Jレ 閣吉 宙 閣宙 田信繊 吉海 Jレ 陸 堂 連 ヽ

2015年 11月 27日 (金 )～ 11月 29日 (日 ) 群馬県 鹿沢スノーエリア

スキーパトロール技術員研修会 (西 日本 ) 2015年 12月 5日 (土 )～ 12月 6日 (日 ) 興神鍋スキー場

スキーパトロール検定会 (第 1会場)
2016年 3月 11日 (」1)～ 3月 13日 (日 )

北海道 ルスツリゾート

スキーパトロール検定会 (第2会場 ) 兵 | ハチ高原スキー場

スキーパトロール研修会 (第 1会場 ) 2016年 4月 9日 (土 )～ 4月 10日 (日 ) 八甲田スキーj

スキーパトロール研修会 (第2会場 ) 2016年 3月 26日 (」1)～ 3月 27日 (日 ) ―ノ瀬ダイアモンドスキー場

第31回 スキーパトロール技術競技大会 2016年 3月 26日 (土 )～ 3月 27日 (日 ) 艮野県 ―ノ瀬ダイアモンドスキー

第1回スノーボードデモンストレーター合宿 2015`手 11月 19日 (アこ)～ 11月 20日 (金 ) 員野 ! Eの湯スキーJ

スノーボード中央研修会 2015年 11月 20日 (g2)～ 11月 22日 (日 ) 野県 の湯スキー場

スノーボード技術員研修会 (北海道 ) 2015年 11月 27日 (金 )～ 11月 29日 (日 ) 北海道 卜L幌国際スキー場

スノーボード技術員研修会 (東北) 2015年 12月 4日 (金 )～ 12月 6日 (日 ) 言手県 安比高原スキー場

スノーボード技術員研修会(北関東・南関東・甲信越・東海北睦・

西日本)

2015年 11月 20日 (1≧ )～ 11月 22日 (日 ) 長野県
熊の湯スキー場(雪上研修
高天ヶ原スキー場)

スノーボード指導員検定会 (第 1会場)

2016年 2月 26日 (土 )～ 2月 28日 (日 )

北海道 調里川温泉スキー

スノーボード指導員検定会 (第2会出 栃木 ンヽターマウンテン塩原

スノーボード指導員検定会 (第3会場) 民庫 スキー場

第13回全日本スノーボード技術選手権大会兼スノーボードデモ
ンストレーター選考会

2016年 3月 10日 (アξ)～ 3月 13日 (日 ) 彗城県 彗城蔵王えばしリゾート

第2回スノーボードデモンストレーター合宿 2016年 3月 25日 (金 )～ 3月 27日 (日 ) 罠野県 野沢 温 泉 スキー場

クロスカントリー指導者・検定員検定会及び研修会 (第 1会場)

2016年 3月 19日 (土 )～ 3月 20日 (日 )

1ヒ海道 口選 市 大 滝 クロスカントリーコース

クロスカントリー指 導 者・検 足 員検 足会及 び研修 会 (第 2会場 ) 長野県 野沢温泉南原クロスカントリーコース

22


