2018/2019年度 （公財）全日本スキー連盟 教育本部行事予定表【案】
※2018年7月20日現在の【案】ですので、変更になる場合があります。
行 事 名 称
会
期
スキー専門委員会議 スノーボード専門委員会議
2018年10月21日（日）
公認スキー学校代表者会議
2018年10月22日（月）
第1回ナショナルデモンストレーター合宿
2018年11月14日（水）～11月16日（金）
第1回SAJデモンストレーター合宿
2018年11月16日（金）～11月18日（日）
スキー中央研修会
2018年11月16日（金）～11月18日（日）
スキー技術員研修会（北海道）
2018年11月23日（金）～11月25日（日）
スキー技術員研修会（東北）
2018年12月 7日（金）～12月 9日（日）
スキー技術員研修会（北関東）
2018年11月30日（金）～12月 2日（日）
スキー技術員研修会（南関東）
2018年11月23日（金）～11月25日（日）
スキー技術員研修会（甲信越）
2018年11月28日（水）～11月30日（金）
スキー技術員研修会（東海・北陸）
2018年11月23日（金）～11月25日（日）
スキー技術員研修会（近畿）
2018年12月 8日（土）～12月 9日（日）
スキー技術員研修会（西日本）
2018年12月 8日（土）～12月 9日（日）
公認スキー学校主任教師研修会（第1会場）
2018年12月 1日（土）～12月 2日（日）
公認スキー学校主任教師研修会（第2会場）
2018年12月 7日（金）～12月 9日（日）
公認スキー学校主任教師研修会（第3会場）
2018年11月30日（金）～12月 2日（日）
公認スキー学校主任教師研修会（第4会場）
2018年11月28日（水）～11月30日（金）
公認スキー学校主任教師研修会（第5会場）
2018年12月14日（金）～12月16日（日）
公認スキー学校主任教師研修会（第6会場）
2018年12月 8日（土）～12月 9日（日）
スキー大学（第1会場）
2019年 1月12日（土）～ 1月14日（月）
スキー大学（第2会場）
2019年 1月18日（金）～ 1月20日（日）
スキー大学（第3会場）
2019年 2月 9日（土）～ 2月11日（月）
スキー大学（第4会場）
2019年 1月25日（金）～ 1月27日（日）
スキー指導員検定会（第1会場）
スキー指導員検定会（第2会場）
2019年 2月22日（金）～ 2月24日（日）
スキー指導員検定会（第3会場）
スキー指導員検定会（第4会場）
スキー指導員検定会（第5会場）
スキーA級検定員検定会（第1会場）
スキーA級検定員検定会（第2会場）
2019年 2月22日（金）～ 2月24日（日）
スキーA級検定員検定会（第3会場）
スキーA級検定員検定会（第4会場）
スキーA級検定員検定会（第5会場）
第56回全日本スキー技術選手権大会
2019年 3月 6日（水）～ 3月10日（日）
第21回インタースキー・パンポロボ大会派遣
2019年 3月17日（日）～ 3月24日（日）
第3回全日本ジュニアスキー技術選手権大会
2019年 3月22日（金）～ 3月24日（日）
第2回ナショナルデモンストレーター合宿
2019年 4月 4日（木）～ 4月 7日（日）
第2回SAJデモンストレーター合宿
2019年 4月 4日（木）～ 4月 7日（日）
教育本部会議
2019年 4月
加盟団体教育本部長連絡会議
2019年 7月
安全対策部専門委員会議
2018年11月2日（金）
全国安全対策委員長会議
2018年11月3日（土）
スキーパトロール中央研修会
2019年11月16日（金）～11月18日（日）
スキーパトロール技術員研修会（北海道）
2019年11月23日（金）～11月25日（日）
スキーパトロール技術員研修会（東北）
2019年11月23日（金）～11月25日（日）
スキーパトロール技術員研修会（北関東、南関東、甲信越、東
2019年11月23日（金）～11月25日（日）
海北陸）
スキーパトロール技術員研修会（近畿、西日本）
2019年11月23日（金）～11月25日（日）
スキーパトロール検定会（第1会場）
2019年 3月 8日（金）～ 3月10日（日）
スキーパトロール検定会（第2会場）
全国スキーパトロール総会
2019年 3月16日（土）～ 3月17日（日）
スキーパトロール研修会（東日本）
2019年 3月16日（土）～ 3月17日（日）
スキーパトロール研修会（西日本）
2019年 3月 2日（土）～ 3月 3日（日）
第1回スノーボードデモンストレーター合宿
2018年11月15日（木）～11月16日（金）
スノーボード中央研修会
2018年11月16日（金）～11月18日（日）
スノーボード技術員研修会（北海道）
2018年11月23日（金）～11月25日（日）
スノーボード技術員研修会（東北）
2018年12月 7日（金）～12月 9日（日）
スノーボード技術員研修会（北関東）
2018年11月30日（金）～12月 2日（日）
スノーボード技術員研修会（南関東）
2018年11月23日（金）～11月25日（日）
スノーボード技術員研修会（甲信越）
2018年11月28日（水）～11月30日（金）
スノーボード技術員研修会（東海北陸）
2018年11月23日（金）～11月25日（日）
スノーボード技術員研修会（近畿・西日本）
2018年12月 8日（土）～12月 9日（日）
スノーボード大学（第1会場）
2019年 1月12日（土）～ 1月14日（月）
スノーボード大学（第2会場）
2019年 1月18日（金）～ 1月20日（日）
スノーボード指導員検定会（第1会場）
2019年 2月22日（金）～ 2月24日（日）
スノーボード指導員検定会（第2会場）
スノーボード指導員検定会（第3会場）
第16回全日本スノーボード技術選手権大会
2019年 2月28日（木）～3月 3日（日）
第2回スノーボードデモンストレーター合宿
2019年 3月29日（金）～3月31日（日）
クロスカントリー指導者・準指導員検定会、検定員検定会、指導
者研修会、検定員クリニック（第1会場）
2019年 3月23日（土）～ 3月24日（日）
クロスカントリー指導者・準指導員検定会、検定員検定会、指導
者研修会、検定員クリニック（第2会場）
クロスカントリー指導者研修会、検定員クリニック（第3会場）
2019年 3月16日（土）～ 3月17日（日）
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広島県
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福島県
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岐阜県
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北海道
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群馬県
石川県
鳥取県
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TKPガーデンシティ―渋谷
TKPガーデンシティ―渋谷
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長野県
長野県
東京都
東京都
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東京都
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場

熊の湯スキー場
熊の湯スキー場
熊の湯スキー場
札幌国際スキー場
箕輪スキー場
鹿沢スノーエリア
熊の湯スキー場
湯の丸スキー場
ウイングヒルズ白鳥リゾート
奥神鍋スキー場
めがひらスキー場
札幌国際スキー場
箕輪スキー場
鹿沢スノーエリア
湯の丸スキー場
ほおのき平スキー場
奥神鍋スキー場
ルスツリゾートスキー場
白馬五竜スキー場
猪苗代スキー場
だいせんホワイトリゾート
朝里川温泉スキー場
オニコウベスキー場
鹿沢スノーエリア
白山一里野温泉スキー場
だいせんホワイトリゾート
朝里川温泉スキー場
オニコウベスキー場
鹿沢スノーエリア
白山一里野温泉スキー場
だいせんホワイトリゾート
白馬八方尾根スキー場
ブルガリア・パンポロボ
ルスツリゾートスキー場
野沢温泉スキー場
野沢温泉スキー場
岸記念体育会館（予定）
岸記念体育会館（予定）
岸記念体育会館（予定）
岸記念体育会館（予定）
熊の湯スキー場
札幌国際スキー場
熊の湯スキー場
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長野県
北海道
長野県
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長野県
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福島県
長野県
長野県
長野県
岐阜県
広島県
北海道
長野県
北海道
群馬県
鳥取県
新潟県
長野県

熊の湯スキー場
ルスツリゾートスキー場
一の瀬ダイヤモンドスキー場
富良野スキー場
富良野スキー場
だいせんホワイトリゾート
熊の湯スキー場
熊の湯スキー場
札幌国際スキー場
箕輪スキー場
熊の湯スキー場
熊の湯スキー場
湯の丸スキー場
ウイングヒルズ白鳥リゾート
めがひらスキー場
ルスツリゾートスキー場
白馬五竜スキー場
朝里川温泉スキー場
鹿沢スノーエリア
だいせんホワイトリゾート
上越国際スキー場
乗鞍温泉スキー場

北海道 旭川市富津ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ
新潟県 ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾟｰｸ津南ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ
秋田県 花輪ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｺｰｽ

