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申込書

県技強化合宿 2017.12.2～2017.12.25 広島県周辺スキー場 伊藤桂一 宛 合宿

山口県教育部総会 2017.12.16 山口県セミナーパーク －－－ －－

年末年始大山講習会 2017.12.29～2018.1.3 鳥取県 だいせんホワイトリゾート  東 　恵 宛 講習会

１月芸北講習会 2018.1.13～14 広島県 芸北国際スキー場 野原　覚 宛 講習会

特別強化合宿・グロウアップ講習会 2018.1.27～28 山口県 十種ヶ峰スキー場 今川良祐 宛 講習会

レディスキャンプ 2018.2.17～18 広島県 芸北国際スキー場 谷口周子 宛 講習会

大山ツアー 2018.2.24～25 鳥取県 だいせんホワイトリゾート 松村辰彦 宛 講習会

３月芸北講習会 2018.3.3～4 広島県 芸北国際スキー場 鈴木彰太 宛 講習会

親子スキー教室 2018.1.27 広島県 芸北国際スキー場 県連事務局 親子専用

１月スキルアップスキー 2018.1.20～21 広島県 芸北国際スキー場 松原幸彦 宛 講習会

２月スキルアップスキー 2018.2.3～4 広島県 芸北国際スキー場 松原幸彦 宛 講習会

ジュニアスノースクール 2017.12.28～31 鳥取県 だいせんホワイトリゾート 県連事務局(Jr委員会) ジュニア専用

チャレンジJrスキー教室 2018.2.3～4 広島県 県民の森スキー場 今井孝彦 宛 ジュニア専用

冬季野外活動指導者養成講習会 2018.1.3～6 鳥取県 だいせんホワイトリゾート 山下茂生 宛 野活専用

晃英館中学校スキー実習 2018.1.24 広島県 めがひらスキー場 連絡＝吉岡　進 －－

県技術選手権特別強化合宿 2018.1.7 広島県 芸北国際スキー場 伊藤桂一 宛 電話・ﾒｰﾙ

山口県スキー技術選手権大会 2018.1.20～21 広島県 県民の森スキー場 神代雅光 宛 個人＆団体用

西日本教育部強化合宿 2018.1.21～22 鳥取県 だいせんホワイトリゾート 池田章二 宛 電話・ﾒｰﾙ

西日本スキー技術選手権大会 2018.1.27～28 広島県 大佐スキー場 池田章二 宛 西日本指定

全日本スキー技術選手権大会サポート 2018.3.6～11 北海道 ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場 滝本和也 宛 電話・ﾒｰﾙ

全日本スキー技術選手権大会 2018.3.6～11 北海道 ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場 滝本和也 宛 ＳＡＪ指定

西日本ブロック指導員検定受検者特別講習会 2018.1.13～14 兵庫県 奥神鍋スキー場 滝本美保 宛 西日本指定

指導員検定会 2018.2.23～2.25 兵庫県 奥神鍋スキー場 滝本美保 宛 ＳＡＪ指定

準指導員検定会 2018.2.17～18 広島県 芸北国際スキー場 滝本美保 宛 準指検定指定

指・準指導員養成講習会理論 2018.1.27～28 山口県 十種ヶ峰スキー場 滝本美保 宛 養成専用

指・準指導員養成講習会① 2017.12.29～2018.1.3 鳥取県 だいせんホワイトリゾート 滝本美保 宛 養成専用

指・準指導員養成講習会② 2018.1.13～14 広島県 芸北国際スキー場 滝本美保 宛 養成専用

指・準指導員養成講習会③ 2018.1.27～28 山口県 十種ヶ峰スキー場 滝本美保 宛 養成専用

指・準指導員養成講習会④ 2018.2.3～4 広島県 県民の森スキー場 滝本美保 宛 養成専用

指・準指導員養成講習会⑤ 2018.2.10～12 広島県 芸北国際スキー場 滝本美保 宛 養成専用

Ａ級検定員検定会 2018.2.24～2.25 兵庫県 奥神鍋スキー場 滝本美保 宛 ＳＡＪ指定

Ｂ級検定員検定会 2018.2.17～18 広島県 芸北国際スキー場 滝本美保 宛 検定会

Ｃ級検定員検定会① 2017.12.29～31 鳥取県 だいせんホワイトリゾート 滝本美保 宛 検定会

Ｃ級検定員検定会② 2018.1.1～3 鳥取県 だいせんホワイトリゾート 滝本美保 宛 検定会

ＳＡＪスキー指導者研修会(山口) 実技2018.1.6～7 広島県 芸北国際スキー場 池田章二 宛 西日本指定

県認定パトロール受検者養成講習会兼研修会 2018.1月末 広島県 大佐スキー場 県連事務局 パト専用

県認定パトロール検定会 2018.2月末 広島県 大佐スキー場 県連事務局 検定会

西日本ブロックＳＡＪ公認パトロール受検者養成講習会 2018.1.12～14 兵庫県 ハチ高原スキー場　 和田真樹 宛 指定様式

スノーボードキャンプ 2018.1.7 広島県 芸北国際スキー場 井上　淳 宛 キャンプ専用

第１回スノーボード合同練習会 未定 広島県内スキー場 井上　淳 宛 －－

西日本スノーボード技術選手権大会 未定 未定 井上　淳 宛 西日本指定

全日本スノーボード技術選手権大会サポート 2018.3.1～4 新潟県　上越国際ｽｷｰ場 井上　淳 宛 －－

全日本スノーボード技術選手権大会 2018.3.1～4 新潟県　上越国際ｽｷｰ場 井上　淳 宛 ＳＡＪ指定

全日本公認スノーボード指導者研修会 2017.12.16～17 広島県 大佐ｽｷｰ場 井上　淳 宛 指定様式

全日本公認スノーボード指導者研修会 2018.1.13～14 鳥取県 だいせんホワイトリゾート 井上　淳 宛 指定様式

ＳＡＪ公認パトロール研修会 2018.3.3～4 福井県　九頭竜スキー場 和田真樹 宛 ＳＡＪ指定

スキー大学（第１会場） 2017.1.6～8 北海道　朝里川温泉スキー場 池田章二 宛 ＳＡＪ指定
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