
 2022年８月12日時点
2023年度（2022/2023シーズン）教育本部事業カレンダー案

　　　　 《スキー関係》　
ＮＯ 行事・会議・事業　名称 場所 会　場 役員集合日 本部宿舎 ＴＥＬ ＦＡＸ 本部宿舎住所 備考

1 全日本スキー技術選ジャッジ候補者研修会①理論 オンライン研修 11月15日 火

2 第１回ナショナルデモンストレーター合宿　 北海道 札幌国際スキー場 11月22日 火 ～ 11月24日 木 11月22日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目

3 第１回ＳＡＪデモンストレーター合宿 北海道 札幌国際スキー場 11月22日 火 ～ 11月24日 金 11月22日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目

4 スキー中央研修会 北海道 札幌国際スキー場 11月24日 木 ～ 11月27日 日 11月24日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目 スキー、ＳＢ、パト中央研修会、SBデモ合宿は同日程同会場

5 スキー技術員研修会（北海道ブロック） 北海道 札幌国際スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月1日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目

6 スキー技術員研修会（東北ブロック） 秋田県 秋田八幡平スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月2日 八幡平後生掛温泉 0186-31-2221 0186-31-2223 〒018-5141　秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林内 担当県：秋田県スキー連盟

7 スキー技術員研修会（北関東ブロック） 群馬県 鹿沢スノーエリア 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 鹿鳴館 0279-98-0003 0279-98-0110 〒377-1614群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017-92 スキー技術員研修会（北関東）、主任研（第３）、SB技術員研修会（北関東）併催

8 スキー技術員研修会（南関東ブロック１）神奈川県、千葉県 長野県 湯の丸スキー場 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 湯の丸高原ホテル 0268-62-0376 0268-62-1312 〒389-0501　長野県東御市湯の丸高原1270 担当都県　千葉県スキー連盟

9 スキー技術員研修会（南関東ブロック２）東京都 静岡県 スノーパークイエティ 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 レンブラントスタイル
御殿場駒門

0550-70-3905 0550-70-3906 〒412-0033　静岡県御殿場市神山 1925-170 担当都県　東京都スキー連盟

10 スキー技術員研修会（甲信越ブロック） 長野県 湯の丸スキー場 11月30日 水 ～ 12月2日 金 11月30日 湯の丸高原ホテル 0268-62-0376 0268-62-1312 〒389-0501　長野県東御市湯の丸高原1270 担当都県　長野県スキー連盟

11 スキー技術員研修会（東海・北陸ブロック）　 岐阜県 ウイングヒルズ白鳥スノーリゾート 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 ホテルヴィラ・ウイン
グ

0575-86-3168 0575-86-3718 〒501-5231　岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山1-1 担当都県　岐阜県スキー連盟

12 スキー技術員研修会（近畿ブロック）　　 長野県 志賀高原焼額山スキー場 12月10日 土 ～ 12月11日 日 12月9日 志賀高原プリンスホ
テル

0269-34-3111 0269-34-3123 〒381-0497 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額
山

担当府県　近畿ブロック協議会教育部会（大阪府スキー連盟）

13 スキー技術員研修会（西日本ブロック）　　 広島県 めがひらスキー場 12月9日 金 ～ 12月10日 土 12月8日 クヴェーレ吉和 0829-77-2277 0829-77-2278 〒738-0301　広島県廿日市市吉和4291
スキー技術員研修会（西日本）、ＳＢ技術員研修会（近畿、西日本）併催　担当都県　広島
県スキー連盟

14 公認スキー学校主任教師研修会（第1会場） 北海道 札幌国際スキー場 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目

15 公認スキー学校主任教師研修会（第２会場） 秋田県 秋田八幡平スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月2日 八幡平後生掛温泉 0186-31-2221 0186-31-2223 〒018-5141秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林内
スキー技術員研修会（東北）、主任教師研修会、ＳB技術員研修会パト技術員研修会　担
当県　秋田県スキー連盟

16 公認スキー学校主任教師研修会（第3会場） 群馬県 鹿沢スノーエリア 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 鹿鳴館 0279-98-0003 0279-98-0110 〒377-1614群馬県吾妻郡嬬恋村新鹿沢温泉1017-92 スキー技術員研修会（北関東）、主任研（第３）、SB技術員研修会（北関東）併催

17 公認スキー学校主任教師研修会（第4会場） 長野県 湯の丸スキー場 11月30日 水 ～ 12月2日 金 11月30日 湯の丸高原ホテル 0268-62-0376 0268-62-1312 〒389-0501　長野県東御市湯の丸高原1270 担当都県　長野県スキー連盟

18 公認スキー学校主任教師研修会（第5会場） 岐阜県 ウイングヒルズ白鳥スノーリゾート 12月2日 金 ～ 12月3日 土 12月1日 ホテルヴィラ・ウイン
グ

0575-86-3168 0575-86-3718 〒501-5231　岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山1-1

19 公認スキー学校主任教師研修会（第6会場） 広島県 めがひらスキー場 12月11日 日 ～ 12月12日 月 12月10日 クヴェーレ吉和 0829-77-2277 0829-77-2278 〒738-0301　広島県廿日市市吉和4291 担当都県　広島県スキー連盟

20 スキー大学（第１会場） 北海道 ルスツリゾートスキー場 1月7日 土 ～ 1月9日 月 1月6日 ルスツリゾートホテル 0136-46-3331 0136-46-3229 〒048-1711　北海道虻田郡留寿都村字泉川13番地

21 スキー大学（第２会場）　 長野県 エイブル白馬五竜スキー場 1月13日 金 ～ 1月15日 日 1月12日 ホテルステラベラ 0261-75-2244 0261-75-2902 〒399-9211 長野県北安曇郡白馬村神城22201-5

22 スキー大学（第３会場）　 福島県 あだたら高原スキー場 2月3日 金 ～ 2月5日 日 2月2日 福島県岳温泉
mt.inn　マウント イン

0243-24-5234 0243-24-5235 〒964-0074　福島県二本松市岳温泉1-7

23 第3回全日本マスターズスキー技術選手権大会 長野県 白馬岩岳スノーフィールド 2月3日 金 ～ 2月5日 日 2月3日 スコーレ白馬 0261-72-2145 0261-72-2851 〒399-9301　長野県北安曇郡白馬村北城12024

24 全日本スキー技術選ジャッジ候補者研修会② 長野県 白馬八方尾根スキー場 2月13日 月 ～ 2月15日 水 2月13日 未定 八方尾根技術選トレーニングディに合わせて開催

25 インタースキー事前デモ合宿① 長野県 未定 未定

26 スキー指導員検定会（第１会場） 北海道 朝里川温泉スキー場 小樽朝里クラッセホ
テル

0134-52-3800 0134-52-3888 〒047-0154　北海道小樽市朝里川温泉2丁目676 受検者宿舎：宿舎は指定しませんので各自で準備してください。

27 スキー指導員検定会（第２会場） 秋田県 田沢湖スキー場 駒ヶ岳グランドホテル 0187-46-2211 0187-46-２２２２ 〒014-1201　秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-
30

28 スキー指導員検定会（第３会場） 新潟県 ムイカスノーリゾートスキー場 ムイカ温泉ホテル 025-773-3311 025-773-3312 〒９４９-６６３６  新潟県南魚沼市小栗山２９１０－１１４

29 スキー指導員検定会（第４会場） 岐阜県 ほおのき平スキー場 平湯プリンスホテル 0578-89-2323 0859-52-2260 〒689-3318  鳥取県西伯郡大山町大山136-2 受検者宿舎：宿舎は指定しませんので各自で準備してください。

30 スキー指導員検定会（第５会場） 鳥取県 だいせんホワイトリゾートスキー場 ホテル大山しろがね 0859-52-2211 0859-52-2260 〒689-3318  鳥取県西伯郡大山町大山136-2 受検者宿舎：宿舎は指定しませんので各自で準備してください。

31 スキーＡ級検定員検定会（第１会場） 北海道 朝里川温泉スキー場 小樽朝里クラッセホ
テル

0134-52-3800 0134-52-3888 〒047-0154　北海道小樽市朝里川温泉2丁目676 受検者宿舎：宿舎は指定しませんので各自で準備してください。

32 スキーＡ級検定員検定会（第２会場） 秋田県 田沢湖スキー場 駒ヶ岳グランドホテル 0187-46-2211 0187-46-２２２２ 〒014-1201　秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-
30

33 スキーＡ級検定員検定会（第３会場） 新潟県 ムイカスノーリゾートスキー場 ムイカ温泉ホテル 025-773-3311 025-773-3312 〒949-6636  新潟県南魚沼市小栗山2910-114

34 スキーＡ級検定員検定会（第４会場） 岐阜県 ほおのき平スキー場 平湯プリンスホテル 0578-89-2323 0859-52-2260 〒689-3318  鳥取県西伯郡大山町大山136-2 受検者宿舎：宿舎は指定しませんので各自で準備してください。

35 スキーＡ級検定員検定会（第５会場） 鳥取県 だいせんホワイトリゾートスキー場 ホテル大山しろがね 0859-52-2211 0859-52-2260 〒689-3318  鳥取県西伯郡大山町大山136-2 受検者宿舎：宿舎は指定しませんので各自で準備してください。

36 全日本スキー技術選ジャッジ候補者研修会③ 長野県 白馬八方尾根スキー場 3月6日 月 ～ 3月8日 水 3月6日 未定 公式トレーニングに合わせて開催

37 第60回全日本スキー技術選手権大会・第39回デモ
ンストレーター選考会

長野県 白馬八方尾根スキー場 3月8日 水 ～ 3月13日 月 3月8日 未定 技術選は３月12日閉会式。３月13日はデモ選考会

38 インタースキー事前デモ合宿② 長野県 白馬八方尾根スキー場 3月13日 月 ～ 3月14日 火 3月13日 望翠荘  0261-72-2071 0261-72-5141 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城4085

39 第７回全日本ジュニアスキー技術選手権大会 北海道 ルスツリゾートスキー場 3月24日 金 ～ 3月26日 日 3月24日 ルスツリゾートホテル 0136-46-3331 0136-46-3229 〒048-1711　北海道虻田郡留寿都村字泉川13番地

40 2023インタースキー派遣 フィンランド レヴィ 3月26日 日 ～ 4月2日 日 3月24日

41 次年度研修課題ハンドブック制作に伴うジュニア検
定関係撮影

新潟県 ＧＡＬＡ湯沢スキー場 ＮＡＳＰＡニューオー
タニホテル

025-780-6111 〒949-6101新潟県南魚沼市湯沢町湯沢117-9

42 次年度研修課題ハンドブック制作に伴うスキー研修
課題打合せ①

北海道 北見若松スキー場、北見工業大学

43 次年度研修課題ハンドブック制作に伴うスキー関係
撮影②

長野県 未定 未定

44 第２回ナショナルデモンストレーター・SAJデモンスト
レーター合宿

長野県？ 未定 未定

45 加盟団体教育本部長連絡会議 未定 未定

《安全対策関係》
1 安全対策委員会専門委員会議 オンライン会議 10月29日 土 開催時間13:00～17:00

2 全国安全対策委員長会議 オンライン会議 11月5日 土 開催時間13：00～15：00

3 スキーパトロール中央研修会 北海道 札幌国際スキー場 11月24日 木 ～ 11月27日 日 11月24日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目 スキー、ＳＢ、パト中央研修会は同日程同会場

4 スキーパトロール技術員研修会（北海道ブロック） 北海道 札幌国際スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月1日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3
スキー技術員研修会（北海道）、パト技術員研修会（北海道）、ＳＢ技術員研修会（北海道）
併催予定

5 スキーパトロール技術員研修会（東北ブロック） 秋田県 秋田八幡平スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月2日 八幡平後生掛温泉 0186-31-2221 0186-31-2223 〒018-5141　秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林内 担当県：秋田県スキー連盟

6 スキーパトロール技術員研修会（北関東、南関東、
甲信越、東海北陸ブロック）

長野県 ピラタス蓼科スノーリゾート 12月9日 金 ～ 12月11日 日 12月9日 蓼科グランドホテル
滝の湯

0266-67-2525 0266-67-2532 〒391-0301 長野県茅野市北山蓼科４０２８ 本年度は関東・甲信越・東海・北陸ブロック技術員研修会の開催とする。

7 スキーパトロール技術員研修会（近畿、西日本ブ
ロック）

長野県 志賀高原焼額山スキー場 12月10日 土 ～ 12月11日 日 12月9日 志賀高原プリンスホ
テル

0269-34-3111 0269-34-3123 〒381-0497 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額
山

担当府県　近畿ブロック協議会教育部会（大阪府スキー連盟）

8 スキーパトロール検定会（第１会場） 北海道 ルスツリゾートスキー場 2月24日 金 ～ 2月26日 日 2月24日 ルスツリゾートホテル 0136-46-3331 0136-46-3229 〒048-1711　北海道虻田郡留寿都村字泉川13番地

9 スキーパトロール検定会（第２会場） 栃木県 ハンターマウンテンスキー場 2月23日 木 ～ 2月25日 土 2月23日 塩原山荘 0287-32-2756 0287-32-3388 〒329-2921　栃木県那須塩原市塩原2391

10 スキーパトロール総会・研修会（東日本会場） 秋田県 たざわ湖スキー場 3月18日 土 ～ 3月19日 日 3月17日 駒ヶ岳グランドホテル 0187-46-2211 0187-46-２２２２ 〒014-1201　秋田県仙北市田沢湖生保内字駒ヶ岳2-
30

11 スキーパトロール研修会（西日本会場） 岐阜県 ほおのき平スキー場 2月18日 土 ～ 2月19日 日 2月17日 平湯プリンスホテル 0578-89-2323 0578-89-2305 〒506-1433岐阜県高山市奥飛騨温泉郷平湯128-6

12 次年度研修課題ハンドブック制作に伴うパトロール
関係撮影

未定

《スノーボード関係》　
1 第１回ナショナルスノーボードデモンストレーター合

宿
北海道 札幌国際スキー場 11月24日 木 ～ 11月27日 日 11月24日 定山渓万世閣

ホテルミリオーネ
011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目

2 第１回SAJスノーボードデモンストレーター合宿 北海道 札幌国際スキー場 11月24日 木 ～ 11月27日 日 11月24日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目

3 スノーボード中央研修会 北海道 札幌国際スキー場 11月24日 木 ～ 11月27日 日 11月24日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3丁目

4 スノーボード技術員研修会（北海道ブロック） 北海道 札幌国際スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月1日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3

5 スノーボード技術員研修会（東北ブロック） 秋田県 秋田八幡平スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月2日 八幡平後生掛温泉 0186-31-2221 0186-31-2223 〒018-5141　秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林内 担当県：秋田県スキー連盟

6 スノーボード技術員研修会（北関東ブロック） 群馬県 鹿沢スノーエリア 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 鹿鳴館 0279-98-0003 0279-98-0110 〒377-1614群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017-92 スキー技術員研修会（北関東）、主任研（第３）、SB技術員研修会（北関東）併催

7 スノーボード技術員研修会（南関東ブロック） 長野県 湯の丸スキー場 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 湯の丸高原ホテル 0268-62-0376 0268-62-1312 〒389-0501　長野県東御市湯の丸高原1270 担当都県　千葉県スキー連盟

8 スノーボード技術員研修会（甲信越ブロック） 長野県 湯の丸スキー場 11月30日 水 ～ 12月2日 金 11月30日 湯の丸高原ホテル 0268-62-0376 0268-62-1312 〒389-0501　長野県東御市湯の丸高原1270 担当都県　長野県スキー連盟

9 スノーボード技術員研修会（東海・北陸ブロック） 岐阜県 ウイングヒルズ白鳥スノーリゾート 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 ホテルヴィラ・ウイン
グ

0575-86-3168 0575-86-3718 〒501-5231　岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山1-1 担当都県　岐阜県スキー連盟

10 スノーボード技術員研修会（近畿・西日本ブロック） 広島県 めがひらスキー場 12月9日 金 〜 12月10日 土 12月8日 クヴェーレ吉和 0829-77-2277 0829-77-2278 〒738-0301　広島県廿日市市吉和4291 スキー技術員研修会（西日本）、ＳＢ技術員研修会（近畿・西日本）併催

11 スノーボードA級検定員検定会①（北海道ブロック） 北海道 札幌国際スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月1日 定山渓万世閣
ホテルミリオーネ

011-598-3500 011-595-2131 〒061-2302 北海道札幌市南区定山渓温泉東3

12 スノーボードA級検定員検定会②（東北ブロック） 秋田県 秋田八幡平スキー場 12月2日 金 ～ 12月4日 日 12月2日 八幡平後生掛温泉 0186-31-2221 0186-31-2223 〒018-5141　秋田県鹿角市八幡平字熊沢国有林内 担当県：秋田県スキー連盟

13 スノーボードA級検定員検定会③（北関東ブロック） 群馬県 鹿沢スノーエリア 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 鹿鳴館 0279-98-0003 0279-98-0110 〒377-1614群馬県吾妻郡嬬恋村田代1017-92 SB技術員研修会（北関等）と併催

14 スノーボードA級検定員検定会④（南関東ブロック） 長野県 湯の丸スキー場 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 湯の丸高原ホテル 0268-62-0376 0268-62-1312 〒389-0501　長野県東御市湯の丸高原1270 ブロック技術員研修会の会期中に行う

15 スノーボードA級検定員検定会⑤（甲信越ブロック） 長野県 湯の丸スキー場 11月30日 水 ～ 12月2日 金 11月30日 湯の丸高原ホテル 0268-62-0376 0268-62-1312 〒389-0501　長野県東御市湯の丸高原1270 担当都県　長野県スキー連盟

16 スノーボードA級検定員検定会⑥(東海・北陸ブロッ
ク）

岐阜県 ウイングヒルズ白鳥スノーリゾート 12月3日 土 ～ 12月4日 日 12月2日 ホテルヴィラ・ウイン
グ

0575-86-3168 0575-86-3718 〒501-5231　岐阜県郡上市白鳥町石徹白峠山1-1 担当都県　岐阜県スキー連盟

17 スノーボードA級検定員検定会⑦（近畿・西日本ブ
ロック）

広島県 めがひらスキー場 12月9日 金 〜 12月10日 土 12月8日 クヴェーレ吉和 0829-77-2277 0829-77-2278 〒738-0301　広島県廿日市市吉和4291 スキー技術員研修会（西日本）、ＳＢ技術員研修会（近畿・西日本）併催

18 トータルスノーボーディングフェスティバル 長野県 白馬八方尾根スキー場 1月14日 土 1月13日 望翠荘  0261-72-2071 0261-72-5141 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城4085

19 スノーボードプロモート撮影会① 長野県 白馬八方尾根スキー場 1月14日 土 望翠荘  0261-72-2071 0261-72-5141 〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城4085 ﾄｰﾀﾙSBフェスティバルの会期中（１日）プロモーション撮影

20 全日本スノーボード技術選ジャッジ候補者研修会① 新潟県 石打丸山スキー場 1月21日 土 〜 1月22日 日 1月21日 ホテルエルム石打 025-783-2893 025-783-2803 〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1938 新型コロナウイルス感染症対策として理論研修はオンラインを予定

21 全日本スノーボード技術選ジャッジ候補者研修会②
理論

オンライン研修 ２月初旬

22 スノーボード指導員検定会（第１会場） 北海道 朝里川温泉スキー場 小樽朝里クラッセホ
テル

0134-52-3800 0134-52-3888 〒047-0154　北海道小樽市朝里川温泉2丁目676

23 スノーボード指導員検定会（第２会場） 新潟県 ムイカスノーリゾートスキー場 ムイカ温泉ホテル 025-773-3311 025-773-3312 〒949-6636  新潟県南魚沼市小栗山2910-114

24 スノーボード指導員検定会（第３会場） 鳥取県 だいせんホワイトリゾートスキー場 ホテル大山しろがね 0859-52-2211 0859-52-2260 〒689-3318  鳥取県西伯郡大山町大山136-2
今後会場は、西日本→近畿→東北の輪番制

25 第20回全日本スノーボード技術選手権大会・第11
回スノーボードデモンストレーター選考会

新潟県 石打丸山スキー場 3月2日 木 ～ 3月6日 月 3月2日 ホテルエルム石打 025-783-2893 025-783-2803 〒949-6372 新潟県南魚沼市石打1938
SB技術選は５日閉会式、6日SBデモ選考会

26 第２回ナショナルスノーボードデモンストレーター・
SAJスノーボードデモンストレーター合宿

長野県 野沢温泉スキー場 3月19日 日 〜 3月21日 火 3月19日 野沢温泉ホテル 0269-85-2011 0269-85-2101 〒389-2502　長野県下高井郡野沢お温泉村豊郷
7923-3

27 次年度研修課題ハンドブック制作に伴うSB関係撮
影③

長野県 野沢温泉スキー場 3月21日 火 〜 3月23日 木 3月21日 野沢温泉ホテル 0269-85-2011 0269-85-2101 〒389-2502　長野県下高井郡野沢お温泉村豊郷
7923-3

《クロスカントリー関係》　

1 クロスカントリースキー普及役員派遣（第43回札幌
国際スキーマラソン大会）

北海道 白旗山競技場周辺コース 前日

2 クロスカントリースキー普及役員派遣（第33回おお
たき国際スキーマラソン大会）

北海道 伊達市　大滝総合運動公園 前日

3 クロスカントリースキー普及役員派遣（びえい国際
スキーマラソン大会）

北海道 美瑛町　宮様スキーマラソンコース 前日

4 クロスカントリースキー普及役員派遣（ﾊﾞｰｻｰﾛﾍﾟｯﾄ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ）

北海道 旭川市　北彩都特設コース 前日

5 クロスカントリースキー指導員検定会（第１会場）

6 クロスカントリースキー検定員検定会（第１会場）

7 クロスカントリースキー指導者研修会（第１会場）

8 クロスカントリースキー検定員クリニック（第１会場）

9 クロスカントリースキー指導員検定会（第２会場）

10 クロスカントリースキー検定員検定会（第２会場）

11 クロスカントリースキー指導者研修会（第２会場）

12 クロスカントリースキー検定員クリニック（第２会場）

13 次年度研修課題ハンドブック制作に伴うクロスカント
リー関係撮影

未定

14 クロスカントリー委員会全体会議 オンライン会議 未定

1泊2日

2月24日 金 ～ 2月26日 日 2月23日

2月24日2月25日 土 ～ 2月26日 日

会　　期

北海道

新潟県 3月24日3月25日 土 ～

旭川富沢クロスカントリー会場 3月25日 土 ～ 3月26日 日

3月26日津南町　マウンテンパーク津南 日 025-765-2442 025-765-1082

〒070-8061　北海道旭川市高砂台８丁目3月24日 高砂温泉 0166-61-0227 0166-62-3531

〒949-8205　新潟県中魚沼郡津南町上郷上田乙2163しなの荘

3月（会期1日）

3月（会期1日）

２月（２泊３日）

3月下旬（３泊４日）

3月（１泊２日）

4月（3泊4日）？

4月上旬（３泊４日）

4月デモ合宿後（１泊２日）？

2月（会期1日）

2月（会期1日）

2月24日 金 〜 2月26日 日 2月23日


