２０２2年度 ＳＡＹ教育本部 スノーボード事業要項
各種要項一覧表

申し込み・支払方法

スノーボード準指導員・指導員検定要項

申込期間

しくみネット デジエントリー 11/1～12/5

スノーボード指導員研修会要項

デジエントリー

甲信越ブロック・スノーボード技術選手権大会要項

2/1～3/7

デジエントリー 12/1～12/27 書類あり

柴田ナショナルデモ・スノーボード講習会

メール

口座振込

1/4～2/1

スノーボードフリーライディングレッスン

メール

口座振込

12/1～

SB技術選手権大会合同強化練習会（一般）

メール

口座振込

1/5～2/5

SB技術選手権大会合同強化練習会（SAY会員）

メール

口座振込

1/5～2/5

スキルアップレッスン

メール

口座振込

12/1～

１

書類あり

11/7～12/5
2/1～3/4

しくみネット

山梨県オープンスキー・スノーボード技術選手権大会要項

提出書類

2022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
１．会

期
準指導員検定
指導員検定

２．会

場

３．参加資格

2022年3月18日（日）
「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」
2022年2月25日（金）～2月27日（日）３日間（詳細はオフィシャルブック）

・指導員
鹿沢スノーエリア（第3会場）
・準指導員 サンメドウズ清里スキー場
・オフィシャルブック参照の亊

４．受検料

○指導員 20,000円

○準指導員 20,000円

５．養成講習料

○指導員 15,000円

○準指導員 15,000円

６．申込先及び申込締切
各自シクミネットを確認のこと
指導員検定
シクミネット申込み時の主催団体は【公益財団法人全日本スキー連盟】にて検索
2021年11月1日（月）～12月5日(日）までにSAJしくみネットにより申し込み
準指導員検定
申込書類一式はシクミネット又は養成講習会初日に提出すること。
７．養成講習会

８．COVID-19

９．その他

2021年12月18日（土）～2021年12月19日（日）サンメドウズ清里スキー場
養成講習会申込みはデジエントリーにて2021年11月1日～12月5日
「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」
県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン
を確認の上、以下２点を開催受付時に提出すること。
＊体温・体調管理記録用紙（14日前から）
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止に関わる遵守事項同意書（本人以外の
緊急連絡先必須）
＊宿泊は各自で手配のこと
＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。

10．問い合わせ先
・スノーボード委員会委員長

稲垣昌未

say.snowboarding@gmail.com

SAJシクミネット・デジエントリーに関しての問い合わせ先
mktaya1853@docomo.ne.jp
大沢正友

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。

２

2022年度SAJスノーボード指導者研修会
１ 主 管
【第１会場】
２ 会 期
３ 会 場
４ 本 部
５ 受 付
６ 参加料

NPO法人山梨県スキー連盟

７

2021年11月6日（土）～2021年12月4日（土） SAJシクミネットにて申し込み

申込期間

2021年12月12日（日）「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」
ふじてんスノーリゾート場
ふじてんスノーリゾート場
2021年12月12日（日）ふじてんスノーリゾートスキー場 AM9：00
6,000円

【第2会場】
２
３
４
５
６

会 期
会 場
本 部
受 付
参加料

７

申込期間

８

COVID-19

2022年3月11日（金）「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」
サンメドウズ清里スキー場
サンメドウズ清里スキー場
2022年3月11日（金）サンメドウズ清里スキー場 AM9：00
6,000円
2022年2月1日（火）～2022年3月4日（金） SAJシクミネットにて申し込み
県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関する
ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出すること。
＊体温・体調管理記録用紙（14日前から）
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書（本人以外の
緊急連絡先必須）

問合わせ先 スノーボード委員会委員長 稲垣昌未
say.snowboarding@gmail.com
SAJシクミネット・デジエントリに関しての問い合わせ先
大沢正友 mktaya1853@docomo.ne.jp
◆その他 ＊書籍販売は致しません。各自で購入をしてください。
９

３

第43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8回 山梨県オープンコブ王選手権大会
新型コロナウィルス感染拡大防止の為,前日のH Pの確認をお願いします！
受付時参加者の検温を行います。マスク着用をお願いします。
2022年3月12日(土)
ふじてんスノーリゾートスキー場
教育本部長 手塚正彦
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
2022年2月1日（火）～2022年3月6日（日）まで
＊申込み先 山梨県スキー連盟ホームページ内デジエントリー
＊振込みを完了しないとエントリー無効になります。
＊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。当日参加はありません
１．会
期
２．会
場
３．責 任 者
４．参加資格

６．申 込 金

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

７．競

山梨県オープンスキー技術選手権大会 ＊種目等の変更の可能性あり
・種目 大回り急斜面
小回り急斜面
総合滑降

技

7,000円

８．集合・受付

山梨県オープンコブ王選手権
・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。
2022年3月12日（土） ふじてんスノーリゾートスキー場内
受付8：00～8：30

９．選手会

2022年3月12日（土） ｹﾞﾚﾝﾃﾞ

10．大会本部
11．表 彰

ふじてんスノーリゾートスキー場内

9：00～

スキーの部
山梨県所属 総合優勝 （男女共）
総合成績
1位～6位
（男女共）
60才以上 1位～3位 （男女共） 1位～3位
（男女共）
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）
＊2021/4/1時点の年齢とする
スノーボードの部
総合成績 1位～3位（男女共）
ジュニアの部
1位～3位（男女共）
閉会式無開催の為賞状は後日郵送いたします。
12．担当・問合先
tame.skier@docomo.ne.jp
・技選委員長 三枝為好
＊氏名、クラブ名を必ず明記願います。
デジエントリーに関しての問い合わせ先
大沢正友 mktaya1853@docomo.ne.jp
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）
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。

４

第9回甲信越ブロックスノーボード技術選手権大会
（兼）第19回全日本スノーボード技術選手権大会予選会
１
２
３
４
５
６
７

期 日
会 場
受付場所
ｺｰｽｵｰﾌﾟﾝ
開会式会場
参加費
持ち物

８ 連絡事項
９ 本部宿舎

*詳細は後日HPにアップします。

2022年1月21日（金）～ 23日（日）
石打丸山スキー場
後日 県SBHPにアップ
後日 県SBHPにアップ
後日 県SBHPにアップ
11,000円（手数料１０００円を含む）
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
日程の詳細につきましては決定次第県連SBﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞにてお知らせします。

10 申込期間 デジエントリー 後日HPに開始日時をアップします。
11 その他
・参加申込書は県連教育本部スノーボード委員会事務局宛てに送付のこと。
・申込金の返金は原則行えません。
・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こと。
・必ず保険に加入をすること。

５

柴田ナショナルデモンストレータースペシャルレッスン
1. レッスン内容

柴田大ナショナルデモンストレーターによるスノーボードレッスン

2.会期
3.会場

2022年 2月 3日（木） 10時〜12時、13時30分〜15時30分
「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」
サンメドウズ清里スキー場

4. 参加資格

中斜面で連続ターンが出来る方

5.参加費

10,000円

6.申し込み方法

必要事項（氏名・連絡先住所・連絡先電話番号）を明記の上
say.snowboarding@gmail.com
までメールをお送り下さい。
＊参加費のお支払いはレッスン前日までに下記口座振込のお支払いとなります。
山梨中央銀行

武田通支店

普通

1355317

ﾔﾏﾅｼｹﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲｷｮｳｲｸﾎﾝﾌﾞ

7．申込期間

2022年1月4日(火)～2022年2月1日(火)

8．.定員

定員10名（先着順、応募多数の場合は増員する場合があります）
最小実施人数1名

9．COVID-19

県連教育本部ホームページ搭載の新型コロナウイルス感染症に関する
ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出してください。
＊体温・体調管理記録用紙（１４日前から）
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書
（本人以外の緊急連絡先必須）

10.問い合わせ先

スノーボード委員会 委員長 稲垣昌未
say.snowboarding@gmail.com

11．その他

・受講中の 事故 怪我 につきましては自己責任となりますので
スポーツ傷害保険へのご加入を推奨します。
・受講者様の安全のためヘルメットの着用を強くお勧め致します。

６

スノーボードフリーライディングレッスン
1.レッスン内容

フリーライディングにおける自在なボードコントロールをマスターし、
安定感のあるキレの良いターンを目指す。

2.会期・会場

第1回

2022年 1月9日（日）ふじてんスノーリゾート

第2回

18時〜20時（ナイター） ２時間
2022年 1月29日（土）ふじてんスノーリゾート
18時〜20時（ナイター） ２時間

第3回

3.参加資格
4. 参加費

2022年 2月 3日（木） サンメドウズ清里スキー場
10時〜12時、13時30分〜15時30分 ４時間
「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」
緩斜面で連続ターンができる方～上級者
２時間 4,000円
４時間 6,000円

5.申し込み方法
必要事項（氏名・住所・連絡先電話番号・参加日）を明記の上
say.snowboarding@gmail.com までメールをお送り下さい。
※参加費のお支払いはそれぞれの 開催日前日までに下記口座振込となります
山梨中央銀行

武田通支店

普通

1355317

ﾔﾏﾅｼｹﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲｷｮｳｲｸﾎﾝﾌﾞ

6. 申込期間

2021年12月1日～各レッスン2日前

7． 定員

定員 各レッスン 12名

8．担当講師

全日本技術選手権大会出場 山梨県連選手

9．COVID-19

県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン
を確認の上、以下2点を開催受付時に提出してください。
＊体温・体調管理記録用紙(１４日前から)
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書

10．問い合わせ先

スノーボード委員会 委員長 稲垣昌未
say.snowboarding@gmail.com

11．その他

・レッスン中の事故、怪我につきましては自己責任となりますので、
スポーツ障害保険へのご加入を推奨します。
・受講者様の安全のためヘルメットの着用を強くお勧め致します。

最小実施人数 2名

７

全日本スノーボード技術選手権大会合同強化練習会
一般参加者専用
1.会期

2.参加資格

2022年2月7日（月）サンメドウズ清里スキー場
10時〜12時、13時30分〜15時30分
「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」
一級同等レベル以上の方

3.内容

全日本技術選手権大会出場選手達と合同で練習を行います。
トップレベルの選手達とトレーニングし、レベルアップを目指します。

4．講師

柴田大（ナショナルスノーボードデモンストレーター）
赤松かおり（SAJスキーデモンストレーター3期認定）

5.参加費

8,000円

6.申し込み方法 必要事項（氏名、住所、連絡先電話番号）を明記の上
say.snowboarding@gmail.com
までメールをお送り下さい。
参加費のお支払いは開催日前日までに下記口座振込のお支払いとなります。
山梨中央銀行

武田通支店

普通

1355317

ﾔﾏﾅｼｹﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲｷｮｳｲｸﾎﾝﾌﾞ

7．申込期間

2022年1月5日～2022年2月5日

8． 定員

6名（先着順）

9．COVID-19

県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン
を確認の上、以下2点を開催受付時に提出してください。
＊体温・体調管理記録用紙(１４日前から)
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書

10．問い合わせ先 スノーボード委員会 委員長 稲垣昌未
11.その他

say.snowboarding@gmail.com

・レッスン中の事故、怪我につきましては自己責任となりますので、
スポーツ障害保険へのご加入を推奨します。
・参加者様の安全のためヘルメットの着用を強くお勧め致します。

８

全日本スノーボード技術選手権大会県連参加者強化練習会
SAY会員専用
1. 会期
2. 参加資格
3. 参加費

2022年2月7日（月）サンメドウズ清里スキー場
10時〜12時、13時30分〜15時30分
「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」
全日本スノーボード技術選手権大会出場内定者（山梨県連所属）
☆山梨県連所属で大会前走者に推薦されている者も含む
1,000円

4. 申し込み方法 必要事項（氏名、住所、連絡先電話番号）を明記の上
say.snowboarding@gmail.com までメールをお送り下さい。
参加費のお支払いは当日までに下記口座振込のお支払いとなります。
山梨中央銀行 武田通支店 普通 1355317 ﾔﾏﾅｼｹﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲｷｮｳｲｸﾎﾝﾌﾞ
5. 問い合わせ先 スノーボード委員会 委員長 稲垣昌未 say.snowboarding@gmail.com
6．COVID-19

7. その他

県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関する
ガイドラインを確認の上、以下2点を開催受付時に提出してください。
＊体温・体調管理記録用紙(１４ )
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書
（本人以外の緊急連絡先必須）
・参加者はヘルメット着用等障害保険の加入を義務付けます。

９

スノーボードスキルアップレッスン
1.レッスン内容

元デモによるスノーボードレッスン

2.会期

2022年 3月20日（日） 10時〜12時、13時30分〜15時30分
「参加者は前日夜に教育本部ホームページを確認する事」

3.場所

ふじてんスノーリゾート

3.参加資格

中斜面で連続ターンができる方

4. 参加費

8,000円

5.申し込み方法

必要事項（氏名・住所・連絡先電話番号・参加日）を明記の上
say.snowboarding@gmail.com までメールをお送り下さい。
※参加費のお支払いはそれぞれの 開催日前日までに下記口座振込となります
山梨中央銀行

武田通支店

普通

6. 申込期間

2021年12月1日～各レッスン2日前

7． 定員

定員 各レッスン 12名

8．担当講師

赤池優作
内田塁

1355317

ﾔﾏﾅｼｹﾝｽｷｰﾚﾝﾒｲｷｮｳｲｸﾎﾝﾌﾞ

最小実施人数 2名

坂本栄樹
9．COVID-19

県連教育本部ホームページ掲載の新型コロナウイルス感染症に関するガイドライン
を確認の上、以下2点を開催受付時に提出してください。
＊体温・体調管理記録用紙(１４日前から)
＊新型コロナウイルス感染症蔓延防止にかかわる遵守事項同意書

10．問い合わせ先

スノーボード委員会 委員長 稲垣昌未
say.snowboarding@gmail.com

11．その他

・レッスン中の事故、怪我につきましては自己責任となりますので、
スポーツ障害保険へのご加入を推奨します。
・受講者様の安全のためヘルメットの着用を強くお勧め致します。
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