
Almanac2018 正誤表

頁 ページ（行事名称） 誤 正 修正日

２０１８年度　教育本部行事予定（案） ２０１８年度　教育本部　事業計画 2017/8/15

アルペン雪上トレーニング⑤
アルペン雪上トレーニング⑤（強化合宿）

レーシングキャンプ＆コーチセミナー

アルペン雪上トレーニング⑥　（強化合宿）
兼レーシングキャンプ（小・中学生対象練習会）

アルペン雪上トレーニング⑥　（強化合宿）
レーシングキャンプ＆コーチセミナー

15 2018年度　教育本部　事業計画
22 指導者養成講習会（実技Ⅱ)と
23 ｽｷｰ指導者準指導員検定会（理論）の本部宿舎
がともにﾎﾃﾙ  シュワルツ

ともにﾎﾃﾙ ニューダボス 2017/8/15

eラーニングによる補講の方法（上記申し込み手続き後）
 Ⅱ．研修会実技の場合
②eラーニング受講のレポートをそれぞれ作成し、以下にメール添付するか、研修会実技会
場に持参する。

左記下線部を削除

レポート提出および期限
在京理論（クリニック）欠席の方  申込研修会実技当日まで

レポート提出および期限
在京理論（クリニック）欠席の方  申込研修会実技に持参または実技実施日より1週
間以内

25 スキー指導者研修会D　鹿沢会場

日程のところ
２０１７年
１２月１６日（土）　　８：４０～８：５５　資料配布　 未定
　　　　　　　　　　　  ９：００～　　　 　 開会式　　 未定
１２月１７日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　　 未定

２０１７年
１２月１６日（土）　　８：３０～９：１５　受付　ハイランドロッジ
　　　　　　　　　　　  ９：３０　　　　 　 開会式　（受付時案内）ゲレンデ予定
１２月１７日（日）　１４：００（予定）　　閉会式　レストラン前ゲレンデ予定

2017/11/8

30 2018年度　スキー指導者養成講習会（指導員受検者）
申込方法内の
様式：教-10 様式：教-11

2017/8/31

32 2019年度　スキー指導者養成講習会（準指導員受検者）

養成講習会実技Ⅱの日程
２月１０日（土）　　８：３０～　８：５５　受　　付　シーハイルコース下(裏太郎下)
　　　　　　　　　　　９：００～　　　　　　開講式　　同　上

２月１０日（土）　　９：３０～　９：５０　　理論検定受付　菅平高原国際リゾートセンター
　　　　　　　　　　１０：００～１１：３０（予定）　理論検定
　　　　　　　　　　１３：３０       実技集合　シーハイルコース下(裏太郎下)

2018/1/24

申込方法内の
【窓口での場合】
期間：２０１８年１月３１日（水）～３月　４日(日)の午後３時まで
【デジエントリーでの場合】
期間：２０１８年２月　１日(木）～３月　４日(日)

【窓口での場合】
期間：２０１８年２月　１日（木）～３月１６日(金)の午後３時まで
【デジエントリーでの場合】
期間：２０１８年２月　１日(木）～３月１１日(日)

2017/10/27

期日
２０１８年　４月　６日（金）～　４月　８日（日）

期日
２０１８年　４月　７日（土）～　４月　８日（日）

日程
　４月　６日（金）　２０：００～２１：００　受   付　　熊の湯ホテル内
　４月　７日（土）　　８：２０～　８：４０　受   付　　熊の湯ホテル内
　４月　７日（土）　　８：４５～            開会式　   熊の湯スキー場内
　４月　８日（日）　　９：００（予定）　　 閉会式及び合格発表　 熊の湯スキー場内

　４月　６日（金）　は削除
　４月　７日（土）　１１：３０～１２：１５　受   付　　熊の湯ホテル内（大広間予定）
　４月　７日（土）　１２：３０～             開会式　  　　同　　上
　４月　８日（日）　１５：００（予定）　　  閉会式及び合格発表　  同　　上

44 ２０１８年度　　マスターズスキーサーキット　第一戦
【デジエントリーでの場合】
　期　間：２０１７年１０月　１日（日）～２０１７年　１月１３日（土）

【デジエントリーでの場合】
　期　間：２０１７年１０月　１日（日）～２０１８年　１月１３日（土）

2017/10/14

45 第１回南関東ジュニアスキー技術選手権大会
参加資格
（５）当該年度のSAJ会員登録済であること。 （５）を削除

2017/12/6

46 ２０１８年度　ジュニアコンテスト

（３）組別（男女共通）は以下の通り。
　　　　 組　　　別　  　　　　　　　　　　　生　年　月　日　　　　　　　　　　　学　年       .
　　　小学生低学年の部　　２００８年４月２日～２０１０年４月１日　小学生１年・２年
　　　小学生中学年の部　　２００６年４月２日～２００８年４月１日　小学生３年・４年
　　　小学生高学年の部　　２００４年４月２日～２００６年４月１日　小学生５年・６年
　　　中学生の部　　　　　　 ２００２年４月２日～２００４年４月１日　中学生
　　　高校生の部　　　 　　　１９９８年４月２日～２００１年４月１日　高校生

（３）組別（男女共通）は以下の通り。
　　　　 組　　　別　  　　　　　　　　　　　生　年　月　日　　　　　　　　　　　学　年       .
　　　小学生低学年の部　　２００９年４月２日～２０１１年４月１日　小学生１年・２年
　　　小学生中学年の部　　２００７年４月２日～２００９年４月１日　小学生３年・４年
　　　小学生高学年の部　　２００５年４月２日～２００７年４月１日　小学生５年・６年
　　　中学生の部　　　　　　 ２００２年４月２日～２００５年４月１日　中学生
　　　高校生の部　　　 　　　１９９９年４月２日～２００２年４月１日　高校生

2018/2/16

47 ２０１８年度　　オープンマスターズスキーサーキット
【デジエントリーでの場合】
　期　間：２０１７年１０月　１日（日）～２０１７年　３月　３日（土）

【デジエントリーでの場合】
　期　間：２０１７年１０月　１日（日）～２０１８年　３月　３日（土）

2017/10/14

（日程のところに右記の文を挿入しました。） 　※20日（土）の朝入り希望者は、その旨を申し出ください。

申込方法
（４）参加料：3,000円（１日）・6,000円（２日）を添えて申し込むこと
＊ 申し込み時にSAT・またはSAJ競技者番号を必ず記入すること

（４）参加料：強化B、推薦選手は下記の選手負担金を添えて申し込むこと
＊ 19日（金）夜集合、事前ミーティングの参加を前提しておりますが、ご事情による20
日朝から　および1日間のみの参加も可とします。（但し、全体日程でトレーニングカリ
キュラムを組んでおりますので、スポット参加となる面はご承知おきください）
＊ 申し込み時にSAT・またはSAJ競技者番号を必ず記入すること
＊ 学校派遣依頼書が必要な方は申し出ください。都連事務局で発行します

宿泊申込
強化合宿のため、連盟で一括手配いたします。
＊ 合宿のため、保護者の方の宿泊手配はいたしません。
＊ 対象選手以外は各自で手配願います。
[連絡先] 木島平村観光協会   Tel:0269-82-2800　Fax:0269-82-2939

強化合宿のため、連盟で一括手配いたします。清算は各自でお願いします。
宿泊費 小学生：14,040円 中学生：17,280円（2泊3日 朝夕食付、19日は夕食無）
＊ 合宿のため、保護者の方の宿泊手配はいたしません。
＊ 対象選手以外の方は下記問い合わせの上、各自で手配願います。
[連絡先] 木島平村観光協会   Tel:0269-82-2800　Fax:0269-82-2939

（持ち物の項目を追加しました。）
持ち物
雪上トレーニング用具一式（GS/SL）、陸上トレーニング（コントレ用）一式

（問合せ先の項目を追加しました。）
問合せ先
都連強化部・ユース強化担当　河西（tomi.kasai@icloud.com）

（本部に【宿舎本部】を追記しました）

【宿舎本部】
旅亭　雪の屋
北海道旭川市神居町富沢４０９観音台
電話:0166-61-2266 FAX:0166-61-2244

日程
　２月　９日（日） 　 　　　旭川空港到着ロビー
　２月１０日（日） 　 　　　終日トレーンング
　２月１１日（月）　　　　　１５時トレーニング終了
　　　　　　　　　　　　　　　バス送迎で旭川空港へ　最終便で帰京で帰京

　２月　９日（日） 　 　　　　　　　　旭川空港到着ロビー
　２月１０日（土）、１１日（日） 　  終日トレーンング
　２月１２日（月）　　　　　　　　　　１５時トレーニング終了
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バス送迎で旭川空港へ　最終便で帰京で帰京

（問合せ先の項目を追加しました。）
問合せ先
都連強化部・国体強化担当　栗山（team.mt.marron@@outlook.jp）

（本部に【宿舎本部】を追記しました）

【宿舎本部】
旅亭　雪の屋
北海道旭川市神居町富沢４０９観音台
電話:0166-61-2266 FAX:0166-61-2244

日程
　２月　９日（日） 　 　　　旭川空港到着ロビー
　２月１０日（日） 　 　　　終日トレーンング
　２月１１日（月）　　　　　１５時トレーニング終了
　　　　　　　　　　　　　　　バス送迎で旭川空港へ　最終便で帰京で帰京

　２月　９日（日） 　 　　　　　　　　旭川空港到着ロビー
　２月１０日（土）、１１日（日） 　  終日トレーンング
　２月１２日（月）　　　　　　　　　　１５時トレーニング終了
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　バス送迎で旭川空港へ　最終便で帰京で帰京

（問合せ先の項目を追加しました。） 2017/11/16

19 スキー指導者研修会等への単位制導入について 2017/12/6

2017/11/28

２０１８年度  　SAJ　公認スキーＢ級検定員検定会40

2017/11/16

2017/11/16

80
アルペン雪上トレーニング①
１）強化合宿：対象：Ｋ１・Ｋ２(強化選手及び推薦選手）

2017/11/16

83

目次0
2018/3/8

国体強化合宿③
１）国体一次合宿

84
国体強化合宿③
２）強化合宿



（日程のところに右記の文を挿入しました。） 　※17日（土）の朝入り希望者は、その旨を申し出ください。

（参加資格のところに右記の文を挿入しました。）
＊ K1、K2選手を中心とした内容となりますが、高校生以上の指定選手（強化、推薦）
も参加可

申込方法
（４）参加料：3,000円（１日）・6,000円（２日）を添えて申し込むこと
＊ 申し込み時にSAT・またはSAJ競技者番号を必ず記入すること

（４）参加料：強化B、推薦選手は下記の選手負担金を添えて申し込むこと
＊ 16日（金）夜集合、事前ミーティングの参加を前提しておりますが、ご事情による17
日朝から　および1日間のみの参加も可とします。（但し、全体日程でトレーニングカリ
キュラムを組んでおりますので、スポット参加となる面はご承知おきください）
＊ 申し込み時にSAT・またはSAJ競技者番号を必ず記入すること
＊ 学校派遣依頼書が必要な方は申し出ください。都連事務局で発行します

宿泊申込
強化合宿のため、連盟で一括手配いたします。
＊ 合宿のため、保護者の方の宿泊手配はいたしません。
＊ 対象選手以外は各自で手配願います。

強化合宿のため、連盟で一括手配いたします。清算は各自でお願いします。
宿泊費 17,000円（2泊3日 朝夕食付、16日は夕食無）
＊ 合宿のため、保護者の方の宿泊手配はいたしません。
＊ 対象選手以外の方は各自で手配願います。

（持ち物の項目を追加しました。）
持ち物
雪上トレーニング用具一式（GS/SL）、陸上トレーニング（コントレ用）一式

（問合せ先の項目を追加しました。）
問合せ先
都連強化部・ユース強化担当　河西（tomi.kasai@icloud.com）

本部
四季の森ホワイトワールド尾瀬岩鞍

本部
四季の森ホワイトワールド尾瀬岩鞍　岩鞍リゾートホテル

目的
（１）ユース、ジュニア選手の長期育成計画に基づく、高速系、GS系技術の強化
　・高速系のトレーニングを中心にGS技術の向上をはかる
（２）次年度に向けての課題形成と実践技術の習得

目的　内容
ユース、ジュニア選手の長期育成計画に基づく、育成・強化とコーチ研修の実施
（１）次年度に向けての課題形成と基本技術の習得
（２）清澤恵美子コーチによる座学セミナー（保護者の参加可）　※7日予定
（３）コーチ研修会（雪上トレーニングでのアシスタントいただき、ＯＪＴにて研修いただ
きます）日程

　４月 ６日（金）　２０：００　宿舎集合後オリエンテーションミーティング
　４月 ７日（土）　ＳＧ・ＧＳ　トレーニング（予定）
　４月 ８日（日）　ＳＧ・ＧＳ　トレーニング（予定）

　
  ４月 ６日（金）　２０時集合　岩鞍リゾートホテルロビー
　４月 ７日（土）　雪上トレーニング　、午後セミナー（夕方、ホテル内）
　４月 ８日（日）　雪上トレーニング　１５時 解散予定
　　※雪上トレーニングはＧＳ、ＳＬを予定。

使用コース
チャンピオンコース貸切（予定） チャンピオンコース

項目追加
コーチ
大瀧詞久、清澤恵美子、ＳＡＴ強化コーチ

参加資格
（１）東京都強化指定選手及び推薦選手
（２）スポーツ傷害保険またはこれに準ずる傷害保険に加入していること。

（１）東京都強化指定選手及び推薦選手
（２）東京都スキー連盟競技者登録されている新小学３年生以上の一般選手
（３）加盟クラブ等でコーチされている指導者や今後コーチングに携わる方
※一般選手の参加は、保護者が帯同できる方。
※いずれもスポーツ傷害保険またはこれに準ずる傷害保険に加入していること。

項目追加
費用
宿泊費：１．５泊（３食） １５，１２０円、１泊（２食） ８，６４０円
リフト代：小学生 １，９００円/日、中高生 ２，４００円/日、大人 ３，４００円/日

申込方法
（２）期　間：２０１７年１１月２９日（水）～２０１８年　３月　３日（土）の午後３時まで
（４）参加料：3,000円　(1日)・6,000円（2日）を添えて申し込むこと。

（２）申込み締切：２０１８年３月３１日（土）の午後３時まで
（４）選手負担金を添えて申し込むこと。（特別強化、強化Ａ選手を除く）
＊ 6日（金）夜集合、事前ミーティングの参加を前提しておりますが、ご事情による7日
朝から　および1日間のみの参加も可とします。（その旨、明記願います）

宿泊申込
強化合宿のため、連盟で一括手配いたします。
※合宿のため、保護者の方の宿泊手配はいたしません。
対象選手以外は各自で手配をお願いします。

合宿のため、一括手配いたします。
※４名１室での相部屋となりますので、ご了承ください。
※保護者（見学）の方は、各自で宿泊手配をお願いします。

項目追加
問合せ先
都連 アルペン強化部　栗山（team.mt.marron@outlook.jp）

本部
四季の森ホワイトワールド尾瀬岩鞍

本部
四季の森ホワイトワールド尾瀬岩鞍　岩鞍リゾートホテル

目的
（１）ユース、ジュニア選手の長期育成計画に基づく、育成・強化
（２）技術系種目に着眼し、次年度に向けての課題形成と基本技術の習得

目的　内容
ユース、ジュニア選手の長期育成計画に基づく、育成・強化とコーチ研修の実施
（１）次年度に向けての課題形成と基本技術の習得
（２）招へいコーチによる座学セミナー（保護者の参加可）　※２８日、２９日予定
（３）コーチ研修会（雪上トレーニングでのアシスタントいただき、ＯＪＴにて研修いただ
きます）

日程
　４月２８日（土）　７：００　集合　（四季の森ホワイトワールド尾瀬岩鞍）
　　　　　　　　　　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング）
　　　　　　　　　　ミーティング
　４月２９日（日）　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング）
　　　　　　　　　　陸上トレーニング
　４月３０日（祝）　パラレルスラローム大会（予定）
　　　　　　　　　　１５：００　終了予定

　４月２８日（土）　７時 集合　（岩鞍ホテルロビー）
　　　　　　　　　　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング）
　　　　　　　　　　陸上トレーニング
　　　　　　　　　　セミナー（夕方、ホテル内）
　４月２９日（日）　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング）
　　　　　　　　　　陸上トレーニング
　　　　　　　　　　セミナー（夕方、ホテル内）
　４月３０日（祝）　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング)
　　　　　　　　　　１５時 解散予定
　※雪上トレーニングではＧＳ、ＳＬの両方を準備願います。

使用コース
ミルキーウェイ上部コース貸切（予定） ミルキーウェイ上部コース貸切

項目追加
コーチ
大瀧詞久、清澤恵美子、ＳＡＴ強化コーチ

参加資格
（２）ゲートトレーニング経験のある、東京都スキー連盟所属の新小学5年生～新中学3年生
の選手
　　※東京都強化指定選手、推薦選手は、並行して行われる強化合宿に参加になります。
（３）スポーツ傷害保険またはこれに準ずる傷害保険に加入していること。
（４）一般選手の参加は、保護者が帯同できる方。

（２）東京都スキー連盟競技者登録されている新小学３年生以上の一般選手
（３）加盟クラブ等でコーチされている指導者や今後コーチングに携わる方
※一般選手（小学生以下）の参加は、保護者が帯同できる方。
※いずれもスポーツ傷害保険またはこれに準ずる傷害保険に加入していること。

選手負担金
特別強化、強化A選手は無料。（宿泊費、リフト代などの実費負担のみ）
その他：　３，０００円　(1日)　　・　　６，０００円（2日）　　・　　９，０００円（３日）

特別強化、強化Ａ：無料（宿泊費、リフト代などの実費負担のみ）
強化Ｂ：３，０００円（日数関係なく一律）
推薦、一般：３，０００円　(1日)　・　６，０００円（2日）　・　９，０００円（３日）
コーチ参加の方は、宿泊・リフト代の実費負担のみ

申込方法
（２）期　間：２０１７年１１月２９日（水）～　４月１１日（水）の午後３時まで
（４）参加料：3,000円　(1日)・6,000円（2日）・9,000円（3日）を添えて申し込むこと。

【窓口のみ】
（２）申込み締切：２０１８年４月１４日（土）の午後３時まで
（４）選手負担金を添えて申し込むこと。（特別強化、強化Ａ選手を除く）
＊ご事情により1日間のみの参加も可とします。（その旨、明記願います）
＊ゴンドラは時限運行のため、集合時間は厳守ください。

宿泊申込
（１）強化合宿参加の選手（強化・推薦）は、連盟で一括手配いたします。
※合宿のため、保護者の方の宿泊手配はいたしません。
対象選手以外は各自で手配をお願いします。
（２）一般の方は合宿制ではありませんので、各自で手配すること。

合宿のため、一括手配いたします。
※４名１室での相部屋となりますので、ご了承ください。
※保護者（見学）の方は、各自で宿泊手配をお願いします。

項目追加
問合せ先
都連 アルペン強化部　栗山（team.mt.marron@outlook.jp）

アルペン雪上トレーニング⑥　（強化合宿）
兼レーシングキャンプ（小・中学生対象練習会）
　　　　　　↓
アルペン雪上トレーニング⑥　（強化合宿）
レーシングキャンプ＆コーチセミナー

2018/3/1588

2017/11/16

87

アルペン雪上トレーニング⑤
　　　　　　↓
アルペン雪上トレーニング⑤（強化合宿）
レーシングキャンプ＆コーチセミナー

2018/3/15

アルペン雪上トレーニング②85



106 フリースタイル雪上強化合宿①（モーグル種目）
宿泊申込
宿舎はまとめて予約いたします。申込時に宿泊の有無をお知らせください。

宿泊
各自で手配してください。

2017/12/9

107 フリースタイル雪上強化合宿②（モーグル種目）
宿泊申込
宿舎はまとめて予約いたします。申込時に宿泊の有無をお知らせください。

宿泊
各自で手配してください。

2017/12/9

108 フリースタイル雪上強化合宿 ③（モーグル種目）
宿泊申込
宿舎はまとめて予約いたします。申込時に宿泊の有無をお知らせください。

宿泊
各自で手配してください。

2017/12/9

111
第２５回東京都モーグル競技会
第４回NASPAスキーガーデンモーグル競技会
（ＳＡＪ Ｂ級公認競技会）

その他の欄
（６）この競技会の成績により、FISポイント取得対象者にはFISポイントが与えられます。
（７）
（８）

（６）は削除
（７）→（６）
（８）→（７）

2017/9/20

※P1一般財団法人東京都スキー連盟組織図を更新しました。（2017/09/15）
※P21オフィシャルブック等スキージャーナル社書籍　事前購入申込みを更新しました。（2017/09/20）


