
会　場

１１／２３ ～ １１／２５ 札幌国際

１１／２３ ～ １１／２６ 札幌国際

１１／25 ～ １１／28 札幌国際

１１／27 ～ １１／30 札幌国際

１２／１１ ～ １２／１２ めがひら

１２／１３ ～ １２／１４ めがひら

１２／２５ ～ １２／２６ 戸隠

１２／２５ ～ １２／２６ 戸隠

１／２２ ～ １／２３ 大山

１／２３ 大山

１／２８ めがひら

２／４ ～ ２／６ 白馬岩岳

２／５ 大山

２／２５ ～ ２／27 奥神鍋

３／２ ～ ３／６ 八方尾根

３／３ ～ ３／６ 石打丸山

３／２０ ～ ３／２１ ルスツリゾート

第１回ＳＡＪデモ合宿(SAJ事業)

日程

　　　　　　　２０２１／２０２２年度ＳＡＪ／西日本ブロック主要行事カレンダー

西日本ブロック強化合宿①

西日本ブロックジャッジマン研修会

西日本ブロックスキー・スノーボード技術員研修会

行　　事　　名

第１回ナショナルデモ合宿(SAJ事業)

スキー中央研修会(SAJ事業)

西日本ブロックスキー学校主任教師研修会

スノーボード中央研修会(SAJ事業)

第５９回全日本スキー技術選手権大会(ＳＡＪ事業)

第６回全日本ジュニアスキー技術選手権大会(ＳＡＪ事業)

第１９回全日本スノーボード技術選手権大会(ＳＡＪ事業)

第５回西日本スキー技術選手権大会

ＳＡＪ指導員受検者(SKI/BOARD)特別講習会

西日本ブロック強化合宿②

第５回西日本スノーボード技術選手権大会

第２回マスターズ技術選手権大会(ＳＡＪ事業)

スキー指導員検定会第5会場(ＳＡＪ事業）
スキーA級検定員検定（2/２６～27：ＳＡＪ事業）
※スノーボード指導員検定　第１会場：北海道　第２会場：群馬：ＳＡＪ事業)
※スキーパトロール検定会　第１会場：北海道　第２会場：宮城：ＳＡＪ事業)
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２０２２年度（公財）全日本スキー連盟スキー・スノーボード技術員

研修会開催要項

【主  催】  （公財）全日本スキー連盟

【主  管】   S.A.J.西日本ブロック協議会 教育部会

【後  援】   西日本スキー指導員会

【会  期】   ２０２１年１２月１１日（土）～１２日（日）

【会  場】   広島県 女鹿平温泉めがひらスキー場

【 本 部宿 舎】 「ク ヴェ ーレ 吉 和 観山 荘 」広 島県 廿 日市 市吉 和４ ２ ９１        

TEL 0829‐77‐2277

【役  員】   責任者  ＳＡＪ理事

         主任講師 森 俊行、要 秀幸

         総 務  熊野 晴文

         講 師  専門委員、ナショナルデモ 数名    

【仮日程】           ※コロナの状況により日程を変更することがあります。

        ※理論研修は eラーニング事前受講に変更することがあります。

12月 10日（金） 18:00 役員集合・役員ミーティング

12月 11日（土） 9：00～9：30 受付

（会場）

廿日市市吉和市民センター

3Ｆ会議室

9:30～12:00

13:30～16:30

19:00～21:00

開会式・理論研修（1）   

（会場） 同上

実技研修 (1)

理論研修 (2)

12 月 12日（日） 9:00～ 実技研修 (2)

14:00 閉会式

【申込方法】  締切日までにシクミネットで申込みください。広島県スキー連盟のイベント

一覧からチケットを選択ください。

【申込締切】  ２０２１年１１月１９日 （金） １７時まで

【そ の 他】  １、本研修会不参加の場合、本年度の研修会及び、その他の教育部会行事

を担当することはできない。

２、資料は必ず持参する。

３、やむを得ず欠席する場合は、所属連盟を通じ部会長宛文書で届け出る

こと。

４、参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせること。

          主催者が当該参加者を体調不良と判断した場合は途中退席を指示する

可能性がある。

５、参加者は別添の「西日本ブロック_遵守事項同意書」および「健康チ

ェックシート」に必要事項を記入のうえ、受付時に提出すること。行

事が複数日にわたって開催される場合は「健康チェックシート」は毎

朝提出すること。
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２０２２年度（公財）全日本スキー連盟

スキー学校主任教師研修会開催要項

【主  催】  （公財）全日本スキー連盟

【担  当】   S.A.J.西日本ブロック協議会 教育部会

【後  援】   西日本スキー指導員会

【会  期】   ２０２１年１２月１３日（月）～１２月１４日（火）

【会  場】   広島県 女鹿平温泉めがひらスキー場

【本部宿舎】   「クヴェーレ吉和 観山荘」 広島県廿日市市吉和４２９１

                       TEL 0829‐77‐2277

【参 加 費】      １０，０００円（クリニック含む）

【仮日程】        ※コロナの状況により日程を変更することがあります。

        ※理論研修は eラーニング事前受講に変更することがあります。

12 月 12 日

（日）

21:00 役員集合

12 月 13 日

（月）

9:00～ 受付（スキーセンター１Ｆ）

9:30～ 開会式（スキーセンター２Ｆ）

実技研修     

     

17:00～ 理論研修

（スキーセンター２Ｆ）   

12 月 14 日

（火）

8:30～ 実技研修     

14:00 閉会式

【申込方法】  締切日までにシクミネットで申込みください。広島県スキー連盟のイベント一覧

からチケットを選択ください。参加料は各所属県連経由にて取りまとめのうえ、

指定口座に送金ください。申し込み締切日必着で送金と参加料振込証明書の電子

データをメール送信ください。メール文面に参加者氏名と所属スキー学校名を明

記ください。送金先、電子データ送付先「S.A.J.西日本ブロック協議会教育部会送付

先一覧」による。

【申込み・問合せ先】 〒736-0088

変更  変更    広島県広島市安芸区畑賀 2-6-12

            熊野 晴文 090-8714-9355

S.A.J.西日本ブロック協議会 教育部会 宛

【振込先】 「S.A.J.西日本ブロック協議会教育部会送付先一覧」による

【申込締切】  ２０２１年１１月１９日 （金） １７時まで （厳守）

【その他】  １、技術員研修会参加による主任教師研修会終了のみなし行為については、主任

教研修会の参加申込み手続が完了していないと研修会終了証を発行できませ

ん。また、当主任教師研修会へ主任教師が参加できない場合は、代理参加も

認められ、今回は 1校 2名まで参加できますので是非参加してください。

２、宿泊については、本部で手配いたします。

３、参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせること。主催者が当該参

加者を体調不良と判断した場合は途中退席を指示する可能性がある。

４、参加者は別添の「西日本ブロック_遵守事項同意書」および「健康チェックシ

ート」に必要事項を記入のうえ、受付時に提出すること。行事が複数日にわ

たって開催される場合は「健康チェックシート」は毎朝提出すること。
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２０２２年度 SAJ西日本ブロック協議会

スキー・スノーボード指導員検定受検者特別講習会開催要項

【主  催】 西日本スキー指導員会

【主  管】 S.A.J.西日本ブロック協議会 教育部会

【会  期】 ２０２２年１月２２日（土）～１月２３日（日）

       

【会  場】 だいせんホワイトリゾートスキー場

【受付場所】 中の原スキーセンター 1F
         

【日  程】 受  付   １月２２日（土）  ８：３０ ～ ９：００

       開 講 式   １月２２日（土）  ９：００

       閉 講 式       １月２３日（日） １４：００

【参加資格】 西日本スキー指導員会会員で、本年度及び次年度に指導員検定を受検する者

【受 講 料】 6,000円（欠席の場合は、理由の如何を問わず返金する。）

【申込方法】１．受講希望者は申込用紙(西教様式 3-1)に必要事項を記入のうえ、受講料を

添え所属連盟あて申込む。

２．各県スキー連盟は、期日までに西教様式 3-1（PDFデータ可）、および

西教様式 3-2（エクセルデータ）をともに電子データにて提出し、受講料

を振り込むこと。

【申込み・問合せ先】 SAJ西日本ブロック協議会 教育部会

研修・指導委員会 福田 操  TEL090-8361-9001
電子データ送付先： y35330@ck2.so-net.ne.jp

【振 込 先】 「西日本教育部送付先一覧」による

【申込締切】 ２０２１年１２月１７日（金）必着

【そ の 他】 １．宿舎は各自で準備してください。

       ２．受講単位は、本年度の養成講習単位にカウントします。

       ３．日程等詳細は、現地本部の公式掲示による。受付時に確認してください。

       ４．講習中に事故が発生した場合、総て本人の責任により処理してください。

       ５．参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせてください。

       ６．主催者が当該参加者を体調不良と判断した場合は途中退席を指示する可

能性があります。

７．参加者は別添の「西日本ブロック_遵守事項同意書」および「健康

チェックシート」に必要事項を記入のうえ、受付時に提出してください。

行事が複数日にわたって開催される場合は「健康チェックシート」は毎

朝提出してください。
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２０２２年度 教育部会強化合宿Ⅰ 開催要項 

 

【主  催】    S.A.J.西日本ブロック協議会 教育部会 

【後  援】    西日本スキー指導員会 

【会  期】    ２０２１年１２月２５日（土）～２６日（日） 

【会  場】    長野県 戸隠スキー場 

【宿  舎】    長野県 シャレ―戸隠 

           〒381-4101 長野県長野市戸隠 3507-10 

                           ＴＥＬ026-254-2099 

【日  程】     12 月 25 日（土）  9：00～9：30   受付 シャレ―戸隠 

10：00       戸隠スキースクール前 開会式  

           実技研修・ミーティング 

           12 月 26 日（日）  14：00       戸隠スキースクール前 閉会式 

 

【講  師】     元ＳＡＪナショナルデモンストレーター 柏木 義之 

 

【参加費】      １０，０００円 

 

【参加申込】    各県スキー連盟は、次の選出要件により該当者を選出し、期日までに西教様式

3-1,3-2，15、データベース(西教様式 14)を電子データにて下記申込先宛提出

する。 

         （選出要件） 

1） 西日本ブロック協議会加盟団体に所属し、２０２２年度ＳＡＪ登録会員であるこ

と。 

2） ＳＡＪ級別テスト １級以上の資格を持つ、満 18 歳以上の者。 

3） 「SAJ スキー補償制度」及び、スポーツ傷害保険、又はこれに準ずる傷害保

険に加入済みの者。 

【その他】    （１） 宿舎は本部合宿とする 

（２） リフト代・宿泊代は各自精算する 

（３） 参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせること。 

   主催者が当該参加者を体調不良と判断した場合は途中退席を指示する可能 

    性がある. 

(４) 参加者は別添の「西日本ブロック_遵守事項同意書」および「健康チェッ

クシート」に必要事項を記入のうえ、受付時に提出すること。行事が複

数日にわたって開催される場合は「健康チェックシート」は毎朝提出す

ること。      

【申込先】    〒689-3511 鳥取県米子市下郷４１０  

秋里 武信 （090-7997-6190） 

電子データ送付先：「西日本教育部送付先一覧」による 

【振込先】    「西日本教育部送付先一覧」による 

【申込期限】    ２０２１年 １０月 ２９日（金）必着 
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2022 年度西日本ブロックジャッジマン研修会 開催要項 
 

【主  催】   S.A.J.西日本ブロック協議会 教育部会    

【後  援】   西日本スキー指導員会 

【会  期】   ２０２１年１２月２５日（土）～２６日（日） 

【会  場】   長野県 戸隠スキー場 

【本部宿舎】  長野県 シャレ―戸隠 

           〒381-4101 長野県長野市戸隠 3507-10 

                           ＴＥＬ026-254-2099 

【役  員】   主 任  秋里 武信 

          総 務  滝本 和也 

          講 師  元ナショナルデモンストレーター 柏木 義之、ＳＡＪ専門委員 

 

【日  程】      12 月 25 日（土）  9：00～9：30    受付 シャレ―戸隠 

                       10：00        戸隠スキースクール前 開会式 

                                   実技研修・ミーティング 

           12 月 26 日（日）  14：00        戸隠スキースクール前 閉会式 

 

【参加費】    １０，０００円 

 

【参加者】    各県ジャッジマン予定者若干名   

          

【申込先】   〒689-3511 鳥取県米子市下郷４１０ 秋里 武信 （090-7997-6190） 

         電子データ送付先：「西日本教育部送付先一覧」による 

 

【申込締切】   ２０２１年１０月２９日（金） 

 

【振込先】   「西日本教育部送付先一覧」による 

 

【その他    】  １、宿舎は本部合宿とする。 

２、宿泊料、リフト代等は各自清算とする。  

３、参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせること。主催者が当該参加者

を体調不良と判断した場合は途中退席を指示する可能性がある。 

４、参加者は別添の「西日本ブロック_遵守事項同意書」および「健康チェックシ

ート」に必要事項を記入のうえ、受付時に提出すること。行事が複数日にわた

って開催される場合は「健康チェックシート」は毎朝提出すること。 
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２０２２年度 教育部会強化合宿Ⅱ 開催要項 

 

【主  催】   S.A.J.西日本ブロック協議会 教育部会 

 

【後  援】   西日本スキー指導員会 

 

【会  期】   ２０２２年１月２３日（日） 

         （集合） ２０２２年１月２３日（日）  ９：００ 

         （解散） ２０２２年１月２３日（日） １７：００ 

 

【会  場】   鳥取県 だいせんホワイトリゾート 

 

【参 加 料】   ５，０００円（リフト、宿泊費等は各自で清算） 

 

【参加申込】   各県スキー連盟は、次の選出要件により該当者を選出し、期日までに西

教様式 3-1 を郵送、データベース(西教様式 14)を電子データにて下記申

込先宛提出する。 

        《選出要件》 

         (1)西日本ブロック協議会加盟団体に所属し、2022 年度ＳＡＪ登録会員

であること。 

         (2)ＳＡＪ級別テスト１級以上の資格を持つ、満 18歳以上の者。 

         (3)ＳＡＪスキー補償制度、スポーツ傷害保険又はこれに準ずる傷害保険

に加入済みの者。 

         (4)全日程に参加できる者。 

         (5)2022 年度全日本スキー技術選手権大会出場予定の者。 

 

【申 込 先】   〒689-3511 鳥取県米子市下郷４１０  

秋里 武信 （090-7997-6190） 

         電子データ送付先：「西日本教育部送付先一覧」による 

 

【振 込 先】   「西日本教育部送付先一覧」による 

 

【申込締切】   ２０２１年１２月１５日（水）必着 

 

【講  師】   柏木 義之 元ナショナルデモンストレーター 

          

【そ の 他】 （１）参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせること。 

（２）主催者が当該参加者を体調不良と判断した場合は途中退席を指示する

可能性がある。 

（３）参加者は別添の「西日本ブロック_遵守事項同意書」および「健康チ

ェックシート」に必要事項を記入のうえ、受付時に提出すること。 
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第５回西日本スキー技術選手権大会開催要項

【主  催】   S.A.J.西日本ブロック協議会

【後  援】   西日本スキー指導員会

【主  管】   S.A.J.西日本ブロック協議会 教育部会

【会  期】   ２０２２年２月５日（土）

【会  場】   鳥取県「だいせんホワイトリゾート」

【現地本部】  「大山 チロル＆白樺」 鳥取県西伯郡大山町大山３９－２

【日  程】   ２月４日 (金) １１:００ 役員集合（だいせんホワイトリゾート）

２月５日 (土) ８:３０～９:００受付（ロッジ大山）(各県代表者のみ)

８:３０～  コートオープン

９:００    TC ミーティング(ロッジ大山)(各県代表者のみ)

１０:００～  競技開始

                 １６:００～  競技終了（予定）

１７:００～  成績発表(ロッジ大山)（予定）

（各県代表者のみ）表彰式なし

※当日タイムスケジュールは天候や会場の状況により変更の可能性あり

２月６日 (日) ブロック余剰枠調整会議（WEB 予定）＃詳細は会場にて

【競技種目】   ■ １.急斜面・ナチュラル・小回り ２.中急斜面・ナチュラル・小回り

           ３.総合斜面・総合滑降

【部  門】   レギュラーの部 満 18 歳以上、年齢制限なし（2021 年 4月 1日現在）

        ジュニアの部①  満 10 歳以上 12 歳未満（2021 年 4月１日現在）

         ジュニアの部②  満 12 歳以上 15 歳未満（2021 年 4月１日現在）

         ジュニアの部③  満 15 歳以上 18 歳未満（2021 年 4月１日現在）

         シニアの部   満 50 歳以上（2021 年 4 月 1日現在）

        ※全日本スキー技術選手権大会出場希望者はレギュラーの部に申し込むこと。

【参加資格】   １ 当該年度の SAJ 会員登録を行なっている者。

         ２ 「SAJ スキー補償制度」及び、スポーツ傷害保険、又はこれに準ずる

傷害保険に加入済みの者。

         ３ １級以上の認定を受けており、加盟団体長の推薦を受けた者。

         ４ 部の併用申し込みは認めない。

【順位の決定】  １ 各種目の採点は、５審５採用とする。

         ２ 総合成績の順位は、全種目の合計得点により決定する。
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【表  彰】   １ 総合成績により、レギュラー部は、男子 10 位、女子 6 位まで、その他

の部は、男子 6位、女子 3位までを表彰する。

         ２ 種目別は男女とも 3位までを表彰する

【申込方法】   １ 参加者は所定の申込用紙(西教様式 5(18 版))に必要事項を記入のうえ、

参加料を添え所属連盟宛申込む。

         ２ 参加者が 18 歳未満の場合は、必ず保護者の承諾を得て、申込書の保護

者承諾欄に記名捺印をすること。

           各県スキー連盟は、保護者承諾を必ず確認し、推薦を行うこと。

         ３ 各県スキー連盟は、申込用紙を取りまとめ、期日までに西教様式 5,11

を郵送、データベース(西教様式 11(19 版))を電子データにて下記申込

先宛提出する。

【申込・問合先】   〒736-0088 広島県広島市安芸区畑賀 2-6-12 熊野 晴文 090-8714-9355

           西日本ブロック協議会 教育部会 宛

          電子データ送付先：「西日本教育部送付先一覧」による

【開催可否の決定】  積雪状況や特定感染症の感染拡大状況などによる開催可否の判断は、

１月３０日（日）正午に行い、翌３１日（月）の午前中を目途に各加盟

団体の申込み責任者宛てにメール連絡するものとする。ただし、以降の

やむ負えない状況の変化により、急遽、開催を中止することもある。

【申込締切】     ２０２２年１月１４日（金）必着

【参 加 料】     レギュラーの部、シニアの部２，０００円

ジュニアの部１，０００円

【振 込 先】   「西日本教育部送付先一覧」による

【そ の 他】   １ 積雪等の状況により、競技種目を変更することもある。

         ２ ＳＡＪ公式用品を使用のこと。

３ 万一、競技中に事故が発生した場合においても、応急処置は行うが

総て本人の責任により処理する。

４ 第５９回全日本スキー技術選手権大会への出場者は、

本大会のレギュラーの部に出場した者をもって構成する。

         ５ 第５９回全日本スキー技術選手権大会へのブロック余剰枠出場者は、

本大会のレギュラーの部に出場した者をもって決定する。大会中止の

場合は、第５８回全日本スキー技術選手権大会の成績により決定する。

         ６ 大会が中止の際は、理由の如何に問わず参加料の返金は行わない。

７ 参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせること。主催者が

当該参加者を体調不良と判断した場合は、途中退席を指示する可能があ

る。参加者は別添の「西日本ブロック_遵守事項同意書」および「健康

チェックシート」に必要事項を記入のうえ、受付時に提出すること。行

事が複数日にわたって開催される場合は「健康チェックシート」は毎朝

提出すること。
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競 技 規 則

西日本スキー技術選手権大会 競技規則

１ 競技者は種目別スタート地点に集合し、スタート審判のコールを受け応答しなけ

ればならない。大会運営上、２０人～３０人集合しだい随時コールを開始する。

２ 競技者は前者の出発後、直ちにスタート地点に立ち出発のための準備をしなけれ

ばならない。

３ 競技者はスタート審判の合図により出発しなければならない。スタート合図はフ

ラッグで行い、視界の悪いときはトランシーバーを利用する。

直ちに出発しない場合は該当種目を棄権とする。

４ 競技コースの終点には停止ゾーンを設ける。ゾーンは４本のポールにより設定し、

その区切りは色インク等により明示する。

５ 競技は示された停止ゾーン内で安全のために停止するものとする。ゴールは、両

足スキーで終了する。

６ 競技中止について。大転倒等で中止するときは、ストック等の×印で連絡する。

７ ヘルメットは安全上必ず着用する。ウエアーは、ワンピースは禁止する。その他、

公式用具を使用する事。

８ 競技種目が必要とする斜面については、その条件を満たせる設定を行う。

９ 競技各種目は、設定された条件や状況に適合した回転弧、スピードで行う。

10 審判は５審５採用によって行う。

11 競技斜面のインスペクション・整備については競技本部の指示に従い行う。

  選手・監督・コーチのみとする。ビブ・証明書を着用の事。

12 抗議は、監督・コーチ・当該選手本人としゴール後ただちに審判長に申し出るこ

と。

監督 1 名・コーチ 3 名以内とし、受付時に届け出をして監督・コーチ証を受け取

り、大会期間中着用する。

13 競技会場の積雪状況により競技コート・種目変更の可能性も有り得る。
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【 主 催 】

【 主 管 】

【 期 日 】

【 会 場 】 女鹿平温泉　めがひら　スキー場
〒７３８－０３０１　広島県廿日市市吉和４３０１

〒７３８－０３０１　広島県廿日市市吉和４２９１

【 日 程 】 １月２８日（金） 　　 　７：３０～
　７：４５～ 開会式　（場所　ファミリーゲレンデ下部）
１５：００～ 閉会式・成績発表　（場所　ファミリーゲレンデ下部）
※詳細は現地にて発表。

【 部 別 】 １．男子 ２．女子

【競技種目】 フリーラン（総合斜面） リズムキープ（総合斜面）
ミドルターン（中斜面） ショートターン（中急斜面）
※積雪状況等により変更する可能性がある。

【参加資格】 １．当該年度のSAJ会員登録を行っている者。

３．満１８歳以上で、加盟団体長の推薦を受けた者。

【順位決定】 １．各種目の採点は、３審３採用とする。
２．総合成績の順位は、全種目の合計得点により決定する。

【 表 彰 】 １．総合成績により、男子３位、女子３位までを表彰する。

【申込方法】

【申込期日】

【 参 加 料 】

【振込口座】

【開催可否判断について】

【 そ の 他 】

参加者は別添の「西日本ブロック_遵守事項同意書」および「健康チェックシート」に必要事項を
記入のうえ、受付時に提出すること。

２．「SAJスキー補償制度」及び、スポーツ傷害保険、又はこれに準ずる傷害保険に
　　加入済みの者。

３．同得点の場合は、フリーランの得点により決定する。
　　（更に同得点の場合はリズムキープ、更に同得点の場合はショートターンの
　　得点により決定する。更に同得点の場合は同位とする。）

２．成績上位者について、西日本ブロック余剰枠を利用して、
　　第１９回全日本スノーボード技術選手権大会への出場を推薦する。ただし、申込は
　　各加盟団体から行う。

２０２２年１月１７日（月）必着

所定の申込用紙に記入押印の上、加盟団体を通じて一括取りまとめて申し込むこと。
電子データ送付先：「西日本教育部送付先一覧」による。

現地申込は一切受付しない。

　　　　　　　　　　　　　　田邉　富貴子　宛　　　℡　０９０－４６５９－３４６５

参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせること。
主催者が当該参加者を体調不良と判断した場合は途中退席を指示する可能性がある。

原則として申込後、参加費は返金しない。
万一競技中事故が発生した場合においても、総て本人の責任により処理する。

【申込み・問合せ先】

４，０００円

受付　（場所　めがひらスキー＆スノーボードスクール前)

　　　　　℡　０８２９－７７－２２７７

２０２２年１月２８日（金）

１．参加者は所定の申込用紙(西教様式０５ｓ)に必要事項を記入のうえ、
　　参加料を添え所属連盟宛申込む。
２．各県スキー連盟は、申込用紙を取りまとめ、期日までに西教様式０５ｓを郵送、
　　データベース(西教様式１１ｓ－１、１１ｓ－２)を電子データにて、申込先宛提出する。

【本部宿舎】
女鹿平温泉　クヴェーレ吉和

積雪状況や特定感染症の感染拡大状況などによる開催可否の判断は、１月２３日（日）正午に
行い、翌２４日（月）の午前中を目途に各加盟団体の申込み責任者宛てにメール連絡するものと
する。ただし、以降のやむ負えない状況の変化により、急遽、開催を中止することもある。

〒７３３－０００２　広島県広島市西区楠木町１丁目１０－１７　ＭＫフラット６０２

第５回　西日本スノーボード技術選手権大会開催要項

西日本ブロック協議会　

　　　　　℡　０８２９－４０－３０００

「西日本教育部送付先一覧」による。

西日本ブロック協議会　教育部会
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競 技 規 則

西日本スノーボード技術選手権大会 競技規則

１  競技者は種目別スタート地点に集合し、スタート審判のコールを受け応答しなけれ  

ばならない。大会運営上、２０人～３０人集合次第、随時コールを開始する。

２  競技者は前者の出発後、直ちにスタート地点に移動し、出発のための準備をしなけ

ればならない。

  ３  競技者はスタート審判の合図により出発しなければならない。スタート合図はフラ

ッグ、またはトランシーバーを利用する。

直ちに出発しない場合は該当種目を棄権とする。

  ４ 競技コースの終点には停止ラインを設ける。ラインは２本のポールにより設定し、

その区切りは色インク等により明示する。

  ５  競技は示された停止ラインを越え安全のために停止するものとする。

６ 競技中止について。大転倒等で中止するときは×印で連絡する。

  ７  ヘルメットは安全上必ず着用する。

８ 競技種目が必要とする斜面については、その条件を満たせる設定を行う。

  ９  競技各種目は、設定された条件や状況に適合した回転弧、スピードで行う。

10 審判は３審３採用によって行う。                                                                

11  競技斜面のインスペクション・整備については競技本部の指示に従い行う。

  選手のみとする。ビブを着用の事。

12 抗議は、当該選手本人とし、ゴール後ただちに審判長に申し出ること。

  13  競技会場の積雪状況により競技会場・競技コート・種目変更の可能性も有り得る。
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2022 年度 安全対策部 行事要項（案）、予算（案）について

2022 年度 西日本ブロック安全対策部の行事予定としましては、公認スキーパトロール受検者養

成講習会を行う予定ですが、今シーズンの開催は見送りたいと思います。

理由としましては、安全対策部に専門委員が数年不在であった為、西日本ブロックでの主催行事

は行っておりませんでした。今シーズンより専門委員に就き、主催行事を行うことが出来ますが、準

備不足と今年度の新規受検者数が見込まれませんので、開催は見送りとさせていただきます。

西日本ブロックより今シーズン受講希望者がいた場合には、昨シーズンまで同様、近畿ブロック主

催の講習会へ参加していただきます。

近畿ブロックの公認パトロール受検者養成講習会は 2022 年 1 月 14 日〜1 月 16 日、兵庫県ハチ

高原スキー場にて開催予定です。

予算案については、今シーズンに関して予算計上はありません。

2023 年度については、西日本ブロックでの安全対策部での行事が開催できるように努めてまいり

ます。

安全対策委員長

小豆澤 幸司
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◎事業参加者に以下を周知、理解を求める。
◇事業の2週間前から事業当日まで以下事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めること。
・発熱（37.5℃以上）が認められる。
・せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。
・だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。
・臭覚や味覚の異常がある。
・新型コロナウイルス感染者との濃厚接触歴がある。
・同居家族や身近な知人に新型コロナウイルス感染が疑われる方がいる。
・各事業参加14日前までに政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、
 地域等への渡航歴がある、または当該在住者との濃厚接触歴がある。

◎スキーをしているとき以外は、常時マスクを着用してください。
・屋外においては防寒、防風のためのフェイスマスクやネックウォーマー等でも可。
 待機時間や休憩等屋内で過ごす際にはマスクが望ましい。
・マスクが汚染や水濡れ等で使用できなくなることを考慮し、替えを持参すること。
・使用済みのマスクは会場で破棄せず、自身で持ち帰ること。
◎こまめな手洗い、アルコール等による手指消毒を実施してください。
◎他の参加者、役員等他者との距離を確保してください。（最低１ｍ以上）
◎各事業中、大きな声での会話や応援等をしないでください。
◎感染防止の為に主催者およびスキー場管理者が決めたその他の措置を遵守してください。
◎事業終了後2週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合、速やかに
　西日本ブロック協議会教育部会担当者まで連絡下さい。
◎スマートフォンをお持ちの方は、新型コロナウイルス接触アプリ「COCOA」のインストール
　を推奨します。
◎各事業毎、参加日毎に健康チェックシートを記入し、毎朝必ず提出する。
◎各事業中に体調不良になった場合は、必ず担当者に申告し、その指示に従う。
◎新型コロナウイルスに感染が疑られる場合、運営責任者の判断で参加を断る場合がある。

署名

西日本ブロック協議会教育部会主催事業参加者の遵守事項

  年   月   日

西日本ブロック協議会教育部会主催事業参加者への守っていただきたいこと

以上の遵守事項を下記署名をもって同意したものと致します。ご署名の程宜しくお願いします。
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所属県連 氏名 電話番号

新型コロナウィルス感染症の感染防止のため、事前にすべてご記入のうえ、当日受付に必ずご提出ください。
内容によっては、参加をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

１．ご自身の平熱と参加当日の体温

２．開催日前14日以内について、下記の質問にお答えください。

新型コロナウィルス感染症陽性とされた方との濃厚接触はありましたか
同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいましたか

以下のリストに該当する症状はありましたか
症状リスト（はいと回答した場合は、チェックを付けてください）

３．その他、気になる点や伝えたいこと等がありましたら、ご記入ください。

℃
理由

日    付

健康チェックシート

平 熱 本日の体温 本日の体調

当日受付時検温 行事参加 受付判断

     ℃
        ℃
  時  分計測

質 問 回 答

政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航または該
当在住者との濃厚接触はありましたか

（                          ）

※記入いただいた内容は新型コロナウィルス感染症の感染拡大を防止するため、該当事業において参加者の健
康状態の把握、開催可否の判断および必要な連絡調整のために使用します。（書類は一定期間保管したあと、
破棄します）。なお、感染者または、その疑いのある方が発見された場合には、必要な範囲で保健所・行政機
関等に情報を提供することがありますことをご了承ください。

ーーーーーーーーーーーーーーー主催者記入欄（当日受付時）ーーーーーーーーーーーーーーー

年  月 日

許可 不許可

主催者確認者氏名

はい いいえ
いいえ
いいえ

いいえ

はい
はい

はい

平熱を超える発 咳 のどの痛み 倦怠感（だる 息苦しさ
臭覚や味覚の異常 その他

良好
不調
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