
校長
◎ 校長

◎ 校長

◎ 校長

    

　

◎

◎

◎

１０，０００円

上級者

常設期間　　令和2年12月19日(土)～　3年3月7日(日)まで

常設以降　　3月21(日)まで、土、日、祝日に限り開校

　A　一般レッスン
３，０００円

内容

受　　講　　料

半　　日

６，000円

１０，０００円　C　プライベートレッスン

白山一里野温泉スキー学校

白山セイモアスキー学校

常設期間　　令和　２年１２月１９日(土)～３年１月３日(日)まで

※　平日の開校日については県連スノーボード部HPに掲載

２．開 設 期 間

スキー学校開校期間の土、日、祝日開校

※　常設以降の平日の開校日は団体（１ヶ月前迄の事前予約）のみ

　　　スノーボード開校期間

　　　　　　　　　　
　　　スノーボード開校期間

大倉岳高原スキー学校 常設期間　　令和　2年１２月３１日(木）～　３年１月　３日(日)

スキー学校開校期間の土、日、祝日開校

常設以降　　令和　３年　１月　９日(土)～　3年２月２８日(日)

中級者

１５，０００円

　回転弧、リズム変化､外主動・内主動の運動感覚の習熟など

　安全なものから滑走性のよいプルークボーゲンの習熟、初歩のプルークターンなど

　プルークターンからパラレルターン　　（３級程度）

２０２１年公認スキー学校事業実施要項　

スキー学校開校期間の土、日、祝日開校
　　　　　　　　　　

　　　　受付時間　　午前の部　　８：３０～  ９：５０　　

　パラレルターン大回りから小回り　　（１、２級程度）

１．開 設 学 校

４．受 講 料

３．受 付 と 講 習 時 間

５．クラス分けとレッスン内容

合　計　SAJ公認校3校　　県連公認校1校  

　　　　　　　　

　　　　講習時間　　午前の部　１０：００～１２：００　　

(２，７００円)(４，０００円)

初心者

内容

一　　日

午後の部　　１３：００～１５：００

　B　バッジテスト事前講習
　　1日：ｸﾗｳﾝ･ﾃｸﾆｶﾙ，半日：級別ｼﾞｭﾆｱ

　　◎スノーボードスクール併設3校

初級者

　　
※　平日の開校日については県連スノーボード部HPに掲載

午後の部　　１２：００～１２：５０

　　　(スノーボードを含む) 常設以外　　令和　２年１２月２０日(日）～　３年３月14日(日)

区　　　　分

　　　　　　　　　　　　※　受付年齢は、原則として小学生以上(用具がそろっていること)とする。

３，０００円(ｼﾞｭﾆｱ)

３，５００円

２５，０００円

内容

　Ｄ　小ｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝ(２～6名)

４，５００円

内容

　パラレルターン大回り､小回り・状況条件に対応した技術の習得など

　Ｅ　団体ﾚｯｽﾝ講師派遣(10名程)

　初めてスキーをはく方

　スキーの脱着、歩行､登行､直滑降、プルーク、初歩のプルークボーゲンなど

１５，０００円

　プルークボーゲンからプルークターン（４、５級程度）

１５，０００円

常設期間　　令和　３年　１月　１日(金)～　3年１月　３日(日)

指導員

指導員

までの土、日、祝日に限り開校

七尾コロサスキー学校

常設以降　　１月９日(土)～３月２１日（日）まで土、日、祝日に限り開校

174名スキー指導員数　   

SAJ公認　本校　　白山セイモアスキー学校　　　　　 　 

SAJ公認　本校　　白山一里野温泉スキー学校　　　  　

SAJ公認　分校　  大倉岳高原スキー学校　　　　 　 　

県連公認　　　　　七尾コロサスキー学校　　　　　    　

中田　将治

矢木　正巳

谷本　栄一

清水　真治

63名

53名

27名

31名

指導員

指導員



★

　1．プライズテスト受検者は、SAJ加盟のスキー学校が主催する事前講習2単位(4時間)を修了
　　済みのこと。

《合格手続き》

５，０００円

　白山セイモアスキー場第２回

６．ス キ ー バ ッ ジ テ ス ト

公認料

テクニカルプライズ

　4．全日本スキー連盟公認スキーバッジテスト規程､スキーバッジテスト基準及び実施要領による｡

５，０００円(保険料含む)

令和　３年２月２８日(日)

　3．プライズテスト受検者は、受検当日、講習修了証を受付に提出しなければならない。

　白山セイモアスキー場

　4．講習修了証の有効期限は、受講した年度の本県連加盟スキー学校主催の最終検定日まで
　　とする。

　5．講習料金は、別に掲載するスキー学校受講料による。

第１回

《受検資格､検定内容》

　2．受検年度のSAJ会員登録を完了していること。

　2．プライズテストの事前講習を受けた者には、受講したスキー学校より、講習修了証を発行する。

クラウンプライズ

７，０００円

令和　３年２月１４日(日)

　6．事前講習の日程は、各スキー学校行事一覧表による。

　3．テクニカル受験者は1級をクラウン受験者はテクニカルを取得していること｡

開催年月日

《事前講習》

プライズテスト（テクニカル・クラウン）

開催場所

《受検料等》

《受検手続き》

　・日　程　　　　受付時間　８：３０～９：３０　　　検定開始　１０：００～

　公認料を納入し、合格証及びバッジの交付を受けなければ有効とならない｡

　当日、受付にて受検申込書に必要事項を記入の上､既得級合格証・事前講習終了証及び
　ＳＡＪ会員証を提示すること。

　5．SAJ加盟スキー学校の主催する2単位(4時間)の事前講習を受けた者。

　1．年令制限を設けない。（一時会員、暫定会員を含む）

受検料

備考



■

回

※
①

②

※

③

①

④

②

③

　1．級別テスト1級受検者は、SAJ加盟のスキー学校が主催する事前講習1単位(2時間)以上を
　　修了済みのこと。

　1．公認料を納入し､合格証及びバッジの交付を受けなければ有効とならない。

※ 3～5級は、講習検定とし、受験料に講習料を含む。

3,000円

１級の事前講習10：00～、その後検定

　白山セイモアスキー場

保険料含む。

　・1、2級：実技検定、3～5級講習検定

　　・1級受検者は、2級合格証及び事前講習修了証を提出すること。（ジュニア１級は含まれない）

　令和　３年２月２１日(日)

１級の事前講習10：00～、その後検定

　白山セイモアスキー場

　白山セイモアスキー場

　令和　３年２月１１日(木祝)

《受検手続き》

２　級

　　・当日､受付にて受検申込書に必要事項を記入の上､申込みのこと｡

3,000円

　令和　３年３月１４日(日) 　白山一里野温泉ｽｷｰ場第9回

４　級

級別テスト

開　催　場　　所 備　　　　考
　大倉岳高原ｽｷｰ場

　七尾コロサスキー場

 開 催 月 日
　令和　３年２月　６日(土)第1回

第3回 　令和　３年２月１０日(水)

第2回 　令和　３年２月　７日(日)

　令和　３年２月１４日(日)

第4回

　白山一里野温泉スキー場第8回

　白山一里野温泉スキー場

第7回 　令和　３年２月２８日(日) 　白山セイモアスキー場

SAJ登録料（1級合格者で未登録者に限る｡) 一般：3,500円、高校生以下：2,000円

　2．級別テスト1級の事前講習を受けた者には、受講したスキー学校より、講習修了証を発行する。

　4．講習修了証の有効期限は、受講した年度の本県連加盟スキー学校主催の最終検定日まで
　　とする。

　2．1級受検者は、2級を取得後テスト受験までに事前講習1単位(2時間)のを修了した者とする。

　6．事前講習の日程は、各スキー学校行事一覧表による。

《事前講習》

５　級

受検料 3,000円

《合格手続き》

　3．全日本スキー連盟スキーバッジテスト規程､スキーバッジテスト基準及び実施要領による｡

《受検資格､検定内容》

1　級

再発行時も公認料を徴収する。1,800円

　5．講習料金は、別に掲載するスキー学校受講料による。

　2．1級合格者で、所属団体がない場合は、当該年度のSAJ暫定会員登録を完了しなけ
　　ればならない。

公認料

３　級

　1．年令制限を設けない。

3,000円

備　考

 1,300円
2,500円 3,000円

1,100円2,200円

《受検料等》

※七尾コロサ及び大倉岳高原スキー場では午前１０：００から１級の事前講習、午後から１・２級の
　検定を行います。他の(３～5)級は午前１０：００より講習検定を行います。

第5回

第6回

　令和　３年３月　７日(日)

　　・SAJ会員登録済み者は、受付時に会員証を提示すること｡

　・日程　　受付時間　８：３０～ ９：４５　　検定開始　１０：００～　　

　　（特別レッスン等の受付については、各スキー学校へ確認のこと｡)

　3．級別テスト1級受検者は、受検当日、講習修了証を受付に提出しなければならない。



▲

※

中級コース

テスト内容

《合格手続き》

1級受検者は、1単位(2時間)の事前講習(別料金)を受けなければならない。

　公認料を納入し、合格証及びバッジの交付を受けなければ有効とならない。

パラレルターン 大回り

採点基準（ポイント）

1級
※1

※1：実技テスト

緩斜面・整地

緩中斜面・整地

中斜面・整地

プルークで大回りができる

プルークで大回りができる

2,200円

備考

　白山一里野温泉スキー場

1,200円

６　級

開催年月日
令和　３年２月　７日(日)

３　級 ５　級

検定員１名の講習検定

2～5級は講習検定とし，受検料に講習料を含む。

１　級

1,500円

2,500円

1,000円1,300円 1,100円

制動技術と回転技術の講習を修了す
ること

検定員１名の講習検定

１種目100ポイント、
1種目の合計が50ポイント以上

検定員１名の講習検定

１種目100ポイント、
1種目の合計が55ポイント以上

検定員１名の講習検定

１種目100ポイント、
1種目の合計が60ポイント以上

フリー滑降

パラレルターン 小回り

斜面設定
中急斜面・整地

900円

１種目100ポイント、
3種目の合計が210ポイント以上

《受験資格､検定内容》

公認料

緩斜面・整地

次の種目を指導し、次の内容のテストを行う。

「傾斜地での移動技術」の回転技術を指導し、次の内
容のテストを行う。

「傾斜地での移動技術」の回転技術を指導し、次の内
容のテストを行う。

「傾斜地での移動技術」の回転技術を指導し、次の内
容のテストを行う。

「傾斜地での移動技術」の回転技術を指導し、次の内
容のテストを行う。

大回りターンが連続してできる

初歩的な大回りターンができる

大回りターンが連続してできる

中～中急斜面・整地

中斜面・整地 小回りターンが連続してできる

中急斜面・整地

検定員１名の講習検定

　白山一里野温泉スキー場

備考

検定員３名の評価平均値
実技内容

１種目100ポイント、
２種目の合計が130ポイント以上

　1．12歳(小学生)以下とする。

令和　３年３月　７日(日)

2,500円 2,500円 2,500円

２　級

　・日　程　　　　受付時間　　８：３０～ ９：４５　　　検定開始　１０：００～

第１回

《受検手続き》

受検料 2,500円

４　級

保険料を含む。

第２回

開催場所

ジュニアテスト

6級

　

《受検料等》

3級

4級

5級

2級

《テスト内容》県連独自内容

　2．1級受検者は、SAJ加盟スキー学校の主催する1単位(2時間)の事前講習を受けた者。

級

　3．全日本スキー連盟スキーバッジテスト規程､スキーバッジテスト基準及び実施要領による｡

　当日、受付にて受検申込書に必要事項を記入の上､申込みのこと。


