
Almanac2021 正誤表

頁 ページ（行事名称） 誤 正 修正日

7 シクミネットによる研修会・検定会の参加申し込み手続きのご案内
4.手数料などについて
　「決済手数料/件」の一部に間違いがありました。

4.手数料などについて
　「決済手数料/件」の金額を一部訂正いたしました。
　また、バーチャル口座決済の項目を追記しました。

2020/8/18

43 2021年度　スキー指導者　準指導員検定会 理論検定　養成講習会Ⅰの日程で行う 理論検定　養成講習会Ⅰの日程で行う　　（削除） 2020/8/18

25 2021年度　公認検定員クリニック（在京） 2020/8/25

99 ノルディック陸上練習会（全3回）
期日と日程のところ
2020年10月4日(日)、11月8日(日）、2021年6月6日(日)　（全3回）

期日と日程のところ
2020年10月4日(日)、11月8日(日)⇒中止、2021年6月6日(日)　（全3回）

2020/8/29

44 2021年度　スキー指導者　準指導員検定会
【注意事項】
１．理論検定会と実技検定会の期日が異なりますので注意してください。

【注意事項】
１．理論検定会と実技検定会の期日が異なりますので注意してください。　　（削除）

2020/8/29

88 アルペンコンペティションセミナー 2020/9/23

89
アルペン陸上トレーニング①
小学生～大学生対象

2020/9/23

90
アルペン陸上トレーニング②
Ｗｏｒｋｏｕｔ　Ｓｅｍｉｎaｒ

会場
　エデュカス東京東京都千代田区二番町12-1全国教育文化会館　TEL：03（5211）0123
日程時程
　２０２０年１０月１０日（土）　１３：００～１７：００（予定）
　２０２０年１０月１１日（日）　　９：００～１4：3０（予定）
　２日間連続のカリキュラムになりますので、２日間の出席を原則としてください。
参加人員
　６０名程度
申込方法
　【窓口のみに限る】
参加費
　４、０００円／２日間　（２，０００円／１日のみ）
その他
　（１）傷害処置については、主催者は応急手当を行うがそれ以降責任を負わない。
　（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が望ましい。

会場
　未定
日程時程
　２０２０年１０月１０日（土）、１１日（日）　内容の詳細、及び時程については後日公示
参加人員
　特に制限は設けません
申込方法
　不要
参加費
　無料
その他
　配信用のＵＲＬ等（ＺＯＯＭ）は追って公示します。

2020/9/23

84 グレーシャーカップ第１６回よませスキー競技会大回転競技 ２連戦 2020/9/25

100 第４５回　ジュニアスキー大会［クロスカントリー競技］
申込方法（窓口のみ）
期　間：２０２０年１０月２３日（金）～ １１月２０日（金）の午後３時まで

申込方法（窓口のみ）
期　間：１１月　４日（水）～１２月　４日（金）の午後３時まで

2020/9/28

101 第２６回クロスカントリークラシカル競技会ｉｎ黒姫

申込方法
　【窓口での場合】
　　期　間：２０２０年１０月２３日（金）～ １１月２０日（金）の午後３時まで
　【デジエントリーでの場合】
　　期　間：２０２０年１０月　１日（木）～１１月１３日（金）

申込方法
　【窓口での場合】
　　期　間：２０２０年１１月　４日（水）～１２月　４日（金）の午後３時まで
　【デジエントリーでの場合】
　　期　間：２０２０年１１月　４日（水）～１１月２７日（金）

2020/9/28

82 SAＴ　公認セッター講習・検定会及び研修会 会場　理論：未定（都内）後日ＨＰにて公示　
会場　理論：エデュカス東京（地下Ａ・Ｂ）
　　　　理論会場：エデュカス東京（全国教育文化会館）
　　　　　　　　　　　東京都千代田区二番町12-1　電話　03-3230-3891

2020/10/10

92
アルペン雪上トレーニング①
1）強化合宿：対象：Ｋ１・Ｋ２(強化選手及びユース育成選手）
全国中学選考選手

宿泊申込
強化合宿のため、定員分に関しては原則として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。
＊ 定員を超えた場合、各自での宿泊手配をお願いいたします。下記問い合わせの上、手配願いま
す。
[連絡先] 野沢温泉観光協会  0269-85-3155　　　FAX：0269-85-3883

宿泊申込
今年度はコロナウイルスの影響により宿泊は各自手配に変更します。
各日ともに９：００にカンダハーコースゴールハウス前に集合してください。
[連絡先] 野沢温泉観光協会  0269-85-3155　　　FAX：0269-85-3883

2020/10/10

95
アルペン雪上トレーニング②
南関東ﾌﾞﾛｯｸ小学生よませ温泉公開練習会

参加費
未定（後日詳細も含めて公示します）

参加費
１，５００円（現地での受付もいたします）

2020/10/10

84
第３３回東京都中学校スキー大会
第５８回全国中学校スキー大会東京都予選

期日
２０２１年　１月　４日（月）～　１月　６日（水）
競技方法
（２）回転競技・大回転競技

期日
２０２１年　１月　５日（火）
競技方法
（２）回転競技・大回転競技（１本）

2020/10/21

110 専門員ジャッジクリニック 2020/10/21

37 ２０２１年度　スキー指導者養成講習会（指導員受検者） 2020/10/28

アルマナックの情報を更新しましたので、アルマナック該当ページ及びホームページのお知らせ及びにてご確認ください。

中止としました。

10月の日程を4日（日）→3日（土）

標記大会は中止となりました。
下記、野辺山スキークラブのＨＰにてご確認ください。
http://www.nobeyama-ski-club.server-shared.com/

中止としました。

理論はWeb講習（e-ラーニング）に変更



39 ２０２１年度　スキー指導者養成講習会（準指導員受検者） 2020/10/28

60 加盟団体安全対策講習会 2020/10/28

61
南関東ブロックSAJ公認スキーパトロール受検者養成講習会（ブ
ロック共催）

2020/10/28

62 南関東ブロックＳＡＪ公認スキーパトロール研修会（ブロック共催）
申し込み方法
全てシクミネットでの申込みです。

申し込み方法
全て神奈川県シクミネットでの申込みです。

2020/10/28

102
第７６回　国民体育大会冬季大会スキー競技会東京都大会
［国民体育大会東京都代表選手選考会］
［クロスカントリー競技］

本部
シューネスベルク　〒３８９－２３０３　長野県下高井郡木島平村大字上木島４９７８－１

本部
パノラマランド木島平　〒３８９－２３０３　長野県下高井郡木島平村大字上木島３８７８－１

2020/10/28

104
第５９回　東京都スキー選手権大会
〔南関東ブロック選手権大会〕〔東京都マスターズ大会〕
［クロスカントリー競技］

本部
シューネスベルク　〒３８９－２３０３　長野県下高井郡木島平村大字上木島４９７８－１

本部
パノラマランド木島平　〒３８９－２３０３　長野県下高井郡木島平村大字上木島３８７８－１

2020/10/28

26 スキー指導者研修会Ａ　北海道会場
会場：北海道（調整中）
本部：調整中

会場：北海道札幌国際スキー場
本部：グランドパーク小樽　　TEL：0134-21-3111　〒047-0008北海道小樽市築港11-3

2020/11/5

期日　２０２1年　１月１４日（木）～　１月１７日（日）（予定） 期日　２０２1年　１月２１日（木）～　１月２４日（日）

日程
２０２１年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※詳細は秋田県大会に準じます。
　１月１４日（木）　１４：００　開会式・TCM（アルパスアリーナ）
　１月１５日（金）　  ９：３０　公式練習
　１月１６日（土）    ９：３０　ジャンプ競技開始  終了後「国体手続」※下記その他を参照のこと
　　　　　　　　　　　　　　　　引き続き コンバインドジャンプ競技開始
　　　　　　　　　　　１４：００　コンバインドクロスカントリー競技開始　　 終了後「国体手続」※
　1月１７日（日）　　　　　　 予備日

日程
　２０２1年　１月２１日（木）～　１月２４日（日）
　秋田県「第７２回県民体育大会　冬季大会　スキー競技会」の開催要項に準じます。
　　　　　　　   最新情報は、秋田県スキー連盟ホームページ
　　　　　　　　http://ski-akita.com/calen.html 　をご参照ください。

26 スキー指導者研修会Ａ　北海道会場 2020/11/12

86 第５５回　アルペン複合競技　赤倉観光リゾート大会 2020/11/18

73
ＳＡＪ公認２０２１関東ユースシリーズ第２戦 東京大会(回転・大回
転）

申込方法
（１）【窓口での場合】
期　間：２０２１年　１月　６日（水）～　２月　３日（水）の15時まで

申込方法
（１）【窓口での場合】
期　間：２０２０年１２月　１日（火）～　２月　３日（水）の15時まで

2020/11/20

86 第１０回フソウカップ湯沢高原大回転・回転競技大会 2020/11/26

85 第５３回 ＷＳＣ競技会（回転・大回転競技） 2020/12/1

27
～
33

スキー指導者研修会（クリニック含）A～K
TOKYO SKI CollegeⅠ・Ⅱ

2020/12/4

101 第２６回クロスカントリークラシカル競技会ｉｎ黒姫
申込方法
　【窓口での場合】
　　期　間：２０２０年１１月　４日（水）～１２月　４日（金）の午後３時まで

申込方法
　【窓口での場合】
　　期　間：２０２０年１１月　４日（水）～１２月１５日（火）の午後３時まで

2020/12/8

111
フリースタイル雪上強化合宿①（モーグル種目）モーグル講習会
①

2020/12/9

67
第９回猪谷杯大回転競技会
第７６回国民体育大会冬季スキー競技会東京都大会

2020/12/22

91 国体強化①国体予選公開練習会

日程
１月９日（土）　　７：３０　受付（ビブ配布、タイムスケジュール連絡）
　　　　　　　　　　　　　　　　※クワッドリフト乗り場付近またはスキーセンターハウス
　　　　　　　　　　　　８：３０　コースインスペクション
　　　　　　　　　　　　９：３０　ＧＳゲート公開練習会開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　（コーチングはありません）
　　　　　　　　　　　１３：００　コースクローズ予定

日程
１月９日（土）　　１０：００　受付（ビブ配布、タイムスケジュール連絡）
　　　　　　　　　　　　　　　　※クワッドリフト乗り場付近またはスキーセンターハウス
　　　　　　　　　　　　　　　　コースインスペクション
　　　　　　　　　　１１：００　ＧＳゲート公開練習会開始
　　　　　　　　　　　　　　　　　（コーチングはありません）
　　　　　　　　　　１４：３０　コースクローズ予定

2020/12/22

92 アルペン雪上トレーニング①1）強化合宿 2020/12/22

94
アルペン雪上トレーニング①２）関東ユース第２戦向け公開練習
会

2020/12/22
日程：１月１７日（日）の１日に集約

集合時間（カンダハーゴールハウス付近）：10:00に変更
3)に参加の強化・育成選手が、4)に参加することは妨げない。

2020/11/6

理論はWeb講習（e-ラーニング）に変更

Web講習（e-ラーニング）に変更になりました。

理論はWeb講習（e-ラーニング）に変更

107
第７６回　国民体育大会冬季大会スキー競技会東京都大会
［国民体育大会東京都代表選手選考会］
［スペシャルジャンプ　・　コンバインド競技］

中止としました。

中止になりました。

中止としました。

中止としました。

中止になりました。

中止になりました。

日程：１月１６日（土）の１日に集約
集合時間（カンダハーゴールハウス付近）：10:00に変更

第9回猪谷杯(兼)76回国体東京都大会として、1/10の1日に集約して実施。
インスペクション開始を9:00に変更。競技開始を10:00に変更
国体手続きを1/10に変更（開始時刻は15：00予定、変更なし）



100 第４５回　ジュニアスキー大会［クロスカントリー競技］
日程
１２月２９日（火）　９：００　開会式
　　　　　　　　　　１０：００　競技開始

日程
１２月２９日（火）　９：００　開会式
　　　　　　　　　　１４：００　競技開始

2020/12/22

101 第２６回クロスカントリークラシカル競技会ｉｎ黒姫
日程
１２月３０日（水）　　８：００～　９：００　参加者受付（童話の森ギャラリー）
　　　　　　　　　　  １０：００　　　　　　　競技開始

日程
１２月３０日（水）　　８：００～　９：３０　参加者受付（童話の森ギャラリー）
　　　　　　　　　　  １０：３０　　　　　　　競技開始

2020/12/22

102
第７６回　国民体育大会冬季大会スキー競技会東京都大会
［国民体育大会東京都代表選手選考会］［クロスカントリー競技］

日程
　１月１０日（日）　１０：００　クラシカル

日程
　１月１０日（日）　１０：３０　クラシカル

2020/12/22

112
フリースタイル雪上強化合宿②（モーグル種目）モーグル講習会
②

2020/12/22

74 ２０２１全国Yukids  スノーフェスティバル(幼児対象イベント) 2020/12/25

76 ２０２１南関東ﾌﾞﾛｯｸ小学生よませ温泉大会(大回転2連戦） 2020/12/25

78 第７４回　東京都スキー連盟クラブ対抗競技会 2020/12/25

106 クロスカントリー体験会ｉｎ菅平 2020/12/25

113 フリースタイル雪上強化合宿 ③（モーグル種目） 2020/12/25

43 ２０２１年度　　スキー指導者 準指導員検定会
受検資格
（４）２０２１年度指導者養成講習会全課程受講見込者（全過程修了にて資格成立）
または、２０１９年度の修了報告書所持で、２０２０年度の養成実技過程修了者。

受検資格
（４）２０２１年度指導者養成講習会全課程受講見込者（全過程修了にて資格成立）
または、２０２０年度の修了報告書所持で、２０２１年度の養成実技過程修了者。

2021/1/14

47 ２０２１年度　技術レベルアップ講習会 2021/1/14

48
第４２回　東京都スキー技術選手権大会　　兼
第５８回　全日本スキー技術選手権大会出場者選考会

2021/1/14

70
FIS公認マスターズポイントレース
２０２１ 南関東ブロックマスターズ　菅平高原大会

2021/1/22

107
第７６回　国民体育大会冬季大会スキー競技会東京都大会
［国民体育大会東京都代表選手選考会］
［スペシャルジャンプ　・　コンバインド競技］

2021/1/22

114
第40回東京都フリースタイルスキー選手権大会 第一戦
 (SAJ A級公認競技会･FISレース)

2021/1/22

114
第40回東京都フリースタイルスキー選手権大会 第一戦
 (SAJ A級公認競技会･FISレース)

2021/1/26

70
FIS公認マスターズポイントレース
２０２１ 南関東ブロックマスターズ　菅平高原大会

2021/1/29

74 ２０２１全国Yukids  スノーフェスティバル(幼児対象イベント) 2021/1/29

95
アルペン雪上トレーニング②
南関東ﾌﾞﾛｯｸ小学生よませ温泉公開練習会

2021/1/29

45 ２０２１年度  　SAJ　公認スキーＢ級検定員検定会 2021/2/2

46 ２０２１年度　SAJ　公認スキーＣ級検定員検定会
申込方法（新準指）
準指導員合格発表後に配付する振込用紙で、下記締切日迄の振込にて申込済となります。
　　　２０２１年　３月１９日（金）〆切

申込方法（新準指）
準指導員合格発表後に配付するお知らせに従い申し込みをして下さい。 2021/2/2

80 第７４回　都民体育大会（区市町村対抗）冬季大会スキー競技会 2021/2/9

中止としました。

会場・会期等多数変更があります。新しい要項でご確認願います。

～競技本部より～2021年01月29日(金)
南関東ブロックマスターズ 菅平高原大会の延期要項掲載の件

標記の延期に際しまして、日程、及びエントリー期間が変更（延長）となりますので、開催要項（PDF)を更新いたしました。
https://www.ski-tokyo.jp/files/uploads/2021FISmasterssugadairateiseigo.pdf

尚、既にエントリー済みの方は変更日程に自動移行されますが、変更後の日程の都合上、エントリーキャンセルをされる場合は、所定のキャンセル届（PDF）で申告をお願いいたします。

中止としました。

緊急事態宣言の発令を受け、また昨今の医療体制のひっ迫、大会におけるクラスター発生の懸念を考慮しました結果、以下の日程に延期することを組織委員会にて決定いたしましたので、お知らせします。 詳細は後日掲載の
要項（変更後）をご確認ください。尚、開催会場は変更いたしません。

（変更後の開催日程）2021年3月19日（金）～3月21日（日）
（変更後の申込期間）～2021年3月10日（水）

２７日に実施予定の競技を中止とし、２８日の競技のみに変更します。
時程：インスペクション開始を９：００、競技開始を１０：００に変更。

尚、同日程の２７日に開催予定のアルペン雪上トレーニング②は予定通り開催いたします。
２７日　１３：００練習会開始（変更なし）

日程は変更なし。
時程：インスペクション開始を９：００、競技開始を１０：００に変更。

中止としました。

３／２７日（土）の１日に集約。時程は変更なし。

中止としました。

昨今の新型コロナウイルスの影響により、日程を変更して開催する事といたしました。延期日程は現在調整中のため決定次第速やかに告知させていただきます。また、日程変更に伴い出場可能となった選手向けに追加エント
リーを受付する予定です。返金、追加エントリーの手続き方法については改めて告知させていただきます。

中止となりました。

今年度スキー指導員検定に合格した方の申し込みは【デジエントリー】ではなく【シクミネット】（本年度指導員に合格した方用チケット）に変更しました。

１／１６日（土）の１日に集約。時程は変更なし。

２／２１日日帰りの日程に変更
集合時間を９：００（受付開始８：３０）に変更

参加費を５，５００円⇒３，５００円に変更
＊既に５，５００円でお支払いの場合は、現地で返却をいたします。

中止としました。

中止としました。



76 ２０２１南関東ﾌﾞﾛｯｸ小学生よませ温泉大会(大回転2連戦） 2021/2/16

78 第７４回　東京都スキー連盟クラブ対抗競技会 2021/2/16

116
第40回東京都フリースタイルスキー選手権大会 第二戦
 (SAJ A級公認競技会･FISレース)

2021/3/4

52 ２０２1年度　　オープンジュニア技術選　ステージⅡ 2021/3/12

53 ２０２１年度　　フォルクルオープンマスターズスキーサーキットⅡ 2021/3/12

46 ２０２１年度　SAJ　公認スキーＣ級検定員検定会 2021/3/17
3/20（土）の一日での会期に変更いたしましたので、皆様のご理解ご協力の程お願い申し上げます。

（実施要項を都連HPお知らせに掲載しました。）

【開催日程変更のお知らせ】3月27日（土）⇒3月28日（日）『フォルクルオープンマスターズスキーサーキットⅡ』と合同開催にて実施する事となりました。

競技開始時間：3月28日（日）　９：００→８：３０（変更）　　※3月27日（土）の対策講習会については予定通り実施致します。

先の公示の通り、本大会は３月６日（土）の１日のみで開催いたします。
詳細は、変更後の要項(PDF)をご覧ください。

＊Ｂｉｂ配布時に必ず健康確認表の提出をお願いいたします。
＊スタートリスト、競技上の注意事項については、事前にＨＰにて公開いたします。

新型コロナウィルス感染予防対策に関する項目を追記いたしました。

先の公示の通り、本大会は２月２８日（日）の１日のみの開催に変更いたします。
前日の開会式、ＴＣＭ、当日の表彰式については実施いたしませんので、ご注意ください。

受付（Ｂｉｂ配布）は当日の８：００より、ビッグベアコース下部にて行います。詳細は、変更後の要項(PDF)をご覧ください。
＊Ｂｉｂ配布時に必ず健康確認表(EXCEL)の提出をお願いいたします。

＊スタートリスト、競技上の注意事項については、事前にＨＰにおいて公開いたします。
＊ジュニアオリンピックに選考されました選手はレース終了後に書類をお渡しする予定です。場内放送にご留意ください。


