
県連行事（教育部）日程

　【スキーの部】 　【スノーボードの部】

指導者研修会(理論) スノーボード指導者研修会

開催日 場所 参加費等
クラブ

申込・入金締切
開催日 場所 参加費等

クラブ
申込・入金締切

指導者研修会（理論①） 10/2 豊明市文化会館　13:00～17：00 9/12 指導者研修会（岐阜県主幹） 12/17～18 ほおのき 未定 11/20

　　　　〃　　 　（理論②） 【夜間】 10/19
名古屋ポートビル
　　18：00～21:00

　　　　〃　　 　（理論③） 【夜間】 10/26 名古屋ポートビル
　　18：00～21:00

　　　　〃　　 　（理論④） 12/16 ウイングヒルズ白鳥リゾート
　　13:00～17：00

‐

　　　　〃　　 　（理論⑤） 3/23
ほおのき
　　13:00～17：00

‐ 2/29

指導者研修会(実技) スノーボード指導員・準指導員　養成講習会

開催日 場所 参加費等
クラブ

申込・入金締切
開催日 場所 参加費等

クラブ
申込・入金締切

指導者研修会（実技①） 12/10～11 ウイングヒルズ白鳥 指導員・準指導員養成講習会（実技・理論） 1/21～22 ほおのき 　￥15,000 11/20

　　　　〃　　 　（実技②） 12/10～11 北海道　キロロ
　　　　〃　　 　（実技③） 12/17～18 ウイングヒルズ白鳥

　　　　〃　　 　（実技④） 1/21～22 ほおのき

　　　　〃　　 　（実技⑤） 1/24～25 きそふくしま

　　　　〃　　 　（実技⑥） 2/20～21 白馬五竜

　　　　〃　　 　（実技⑦） 3/24～25 ほおのき 2/29

公認検定員クリニック スノーボード指導員・準指導員　検定会

開催日 場所 参加費等
クラブ

申込・入金締切
開催日 場所 受験料

クラブ
申込・入金締切

検定員クリニック① 12/10～11 ウイングヒルズ白鳥

　　　　　〃　　　　② 12/10～11 北海道　キロロ

　　　　　〃　　　　③ 12/17～18 ウイングヒルズ白鳥

　　　　　〃　　　　④ 1/21～22 ほおのき

　　　　　〃　　　　⑤ 1/24～25 きそふくしま

　　　　　〃　　　　⑥ 2/20～21 白馬五竜

　　　　　〃　　　　⑦ 3/24～25 ほおのき 2/29

公・準指　養成講習会 スノーボードバッジテスト

開催日 場所 参加費等
クラブ

申込・入金締切
開催日 場所 参加費

クラブ
申込・入金締切

養成講習会A（理論） 【必須】 10/2 豊明市文化会館　9：30～17：00 　￥4,600 9/12

 　　〃　   　B（理論） 【夜間】 10/19

　　　スキー傷害救急法含む 10/26

　 　〃　　   C（理論） 【昼間】

　　　スキー傷害救急法含む

　 　〃　　   D（理論・実技） 1/21～22 ほおのき

　 　〃　   　E（理論・実技） 2/18～19 ほおのき

　 　〃　　 　F（理論・実技） 2/18～19 金沢セイモアスキー場

公・準指　検定会 スノーボード特別講習

開催日 場所 受験料
クラブ

申込・入金締切
開催日 場所 参加費

クラブ
申込・入金締切

公認指導員検定 理論 特別講習① 12/24～25 赤倉観光ﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場 参加料　　￥5,000 11/20

実技 特別講習② 1/21～22 ほおのき 参加料　　￥5,000 201/12/20

理論
実技

検定員　検定会

開催日 場所 受験料
クラブ

申込・入金締切

B級検定員検定会 3/3～4 ほおのき \4,000 1/25

C級検定員検定会 3/24～25 ほおのき \3,000 3/5

特別講習 スノーボード技術選手権大会

開催日 場所 参加費
クラブ

申込・入金締切
開催日 場所 参加費

クラブ
申込・入金締切

特別講習① （技選参加者対象：小回り系） 1/21～22 ほおのき 12/20

特別講習② （技選参加者対象：大回り系） 1/27～28 ほおのき 12/20

スキー技術選手権大会 1/25

9/22

9/22

愛知県スノーボード技術選手権大会 2/18～19 ほおのき \6,000

\15,000

講習名

講習名

各 ￥5,000（受講料）

公認：

　D,F 選択必須

準指：

　D,E 選択必須

研修会名

研修会名

研修会名

講習会名

　￥1,200（会場費、教材費）
B・C

選択必須

2/24～26 \20,000

\22,000

10/23
名古屋港湾会館
　　10：00～17：00

　￥1,200（会場費、教材費）

3/3～4 ほおのき

研修会名

9/22

名古屋ポートビル
　　18：00～21：00

9/22

各　￥1,000（会場費）

各　￥5,500（研修会費）

11/20

検定会名

講習会名

ほおのき

準指導員検定

大会名

準指導員検定

3/3～4 ほおのき
各　￥3,000（クリニック代）

検定会名

12/1

金沢セイモアスキー場
（他：朝里川、綱張温泉、
菅平、奥神鍋）

東海北陸スノーボード技術選手権大会 1/28～29 モンデウス

12/20

2/29

バッジテスト①（１､２級） 1/22 事前講習　：１級　￥2,000
　　　　　　　　２級　￥2,000
受検料　　　：１級　￥3,000
　　　　　　　　２級　￥2,000バッジテスト②（１､２級） 3/24

未定 未定

各 ￥5,000（受講料）

菅平 \20,000 未定指導員検定 2/24～26

講習名

大会名



開催日 場所 参加費
クラブ

申込・入金締切

一般 ￥5,000　　U18　￥1,500

県連未登録者 \8,000

スキー技術選手権大会　（決勝） 2/5 \3,000

シニアスキー技術選手権大会 ※ 35歳以上で出場可能

開催日 場所 参加費
クラブ

申込・入金締切

シニアスキー技術選手権大会 2/18～19 ほおのき \5,000 12/20

スキーバッジテスト

開催日 場所 参加費
クラブ

申込・入金締切

※ 初日：事前講習　２日目：検定

12/20

事前講習　：ｸﾗｳﾝ　　￥4,000
　　　　　　　　ﾃｸﾆｶﾙ　￥4,000
　　　　　　　　１級　　　￥2,000
　　　　　　　　２級　　　￥2,000
受検料　　　：ｸﾗｳﾝ　　￥5,000
　　　　　　　　ﾃｸﾆｶﾙ　￥4,000
　　　　　　　　１級　　　￥1,800
　　　　　　　　２級　　　￥1,200

ほおのき
バッジテスト③
　クラウン、テクニカル、１級、２級

3/24～25※ 2/29

大会名

大会名

大会名

ほおのき
スキー技術選手権大会　（予選） 2/4


