
Almanac2020 正誤表

頁 ページ（行事名称） 誤 正 修正日

0 目次

＊２０２０年度　東京スキー大学　Ⅰ　スキー&スノーボード（研修会）
＊２０２０年度　MDVスポーツジャパンオープンマスターズスキーサーキットⅡ
＊第8回猪谷杯大回転競技会
　 第75回国民体育大会冬季スキー競技会東京都大会　石井スポー杯

＊２０２０年度　東京スキー大学　Ⅰ
＊２０２０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
＊第8回猪谷杯大回転競技会
 　第75回国民体育大会冬季スキー競技会東京都大会　石井スポーツ杯

2019/8/17

0 目次
＊第8回猪谷杯大回転競技会
 　第75回国民体育大会冬季スキー競技会東京都大会　石井スポーツ杯

＊第8回猪谷杯大回転競技会
 　第75回国民体育大会冬季スキー競技会東京都大会　Mt.石井スポーツ杯

2019/8/20

0 目次 ＊クロスカントリークラシカル競技会兼体験会in菅平 ＊クロスカントリー競技会兼体験会in菅平 2019/10/11

5 デジエントリーでの申込み（個人の場合）
（デジエントリーのURL）
https://dgent.jp/sat/ https://dgent.jp/event-list_sat.asp

2019/10/3

6 デジエントリーでの申込み（クラブ単位の場合）
（デジエントリーのURL）
https://dgent.jp/sat/ https://dgent.jp/event-list_sat.asp

2019/10/3

16 （行事一覧表）

第8回猪谷杯・第75回国体・東京都大会(菅平)
東京ｽｷｰ大学Ⅰ＆ボード研修会・ｸﾘﾆｯｸ(GALA湯沢)
FIS公認SAJ公認2020南関東ﾌﾞﾛｯｸﾏｽﾀｰｽﾞ(菅平)
SAJ公認2019関東ﾕｰｽｼﾘｰｽﾞ第2戦東京大会(木島平)
ｵｰﾌﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰｻｰｷｯﾄⅡ(菅平)

第8回猪谷杯・第75回国体・東京都大会 石井ｽﾎﾟｰﾂ杯(菅平)
東京ｽｷｰ大学Ⅰ研修会・ｸﾘﾆｯｸ(GALA湯沢)
石井スポーツ FIS公認SAJ公認2020南関東ﾌﾞﾛｯｸﾏｽﾀｰｽﾞ(菅平)
SAJ公認2020関東ﾕｰｽｼﾘｰｽﾞ第2戦東京大会(野沢)
ﾌｫﾙｸﾙｵｰﾌﾟﾝﾏｽﾀｰｽﾞｽｷｰｻｰｷｯﾄⅡ(菅平)

2019/8/17

16 （行事一覧表）
第8回猪谷杯・第75回国体・東京都大会 石井ｽﾎﾟｰﾂ杯(菅平)
石井スポーツ FIS公認SAJ公認2020南関東ﾌﾞﾛｯｸﾏｽﾀｰｽﾞ(菅平)

第8回猪谷杯・第75回国体・東京都大会 Mt.石井ｽﾎﾟｰﾂ杯(菅平)
Mt.石井スポーツ FIS公認SAJ公認2021南関東ﾌﾞﾛｯｸﾏｽﾀｰｽﾞ(菅平)

2019/8/20

16 （行事一覧表）
ｽｷｰ指導者研修会(理論②)(練馬文化センター)
ｽｷｰ検定員ｸﾘﾆｯｸ②(在京)(練馬文化センター)

ｽｷｰ指導者研修会(理論②)(なかのゼロ大ホール)
ｽｷｰ検定員ｸﾘﾆｯｸ②(在京)(なかのゼロ大ホール)

2019/8/21

18 ２０２０年度　教育本部　事業計画 18　東京ｽｷｰ大学Ⅰｽｷｰ＆ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ研修会(+ｸﾘ) 18　東京ｽｷｰ大学Ⅰ(+ｸﾘ) 2019/8/17

19 ２０２０年度　志向別・世代別行事インデックス
３．志向別研修会・東京スキー大学
18　東京ｽｷｰ大学Ⅰｽｷｰ＆ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ研修会(+ｸﾘ)

３．志向別研修会・東京スキー大学
18　東京ｽｷｰ大学Ⅰ(+ｸﾘ)

2019/8/17

31 スキー指導者研修会K　熊の湯会場
申込方法内
【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０１９年　９月　８日（日）１０時～　３月　９日（土）１７時まで

申込方法内
【シクミネットのみ】
　　　期　間：２０１９年　９月　８日（日）１０時～２０２０年　３月１４日（土）１７時まで

2019/8/10

33 ２０２０年度　スキー指導者養成講習会（指導員受検者）
注意事項
２．受講票は､受付時に提出してください｡受講票を忘れた者､記載事項､写真などが不備のものは受付
けません。

注意事項
２．受講票は、指導者養成講習会理論講習を受ける方へは理論会場で、理論講習を受けない方へは指導者養成講習会実技
会場でお渡しいたします。

2019/9/20

35 ２０２０年度　スキー指導者養成講習会（準指導員受検者）
注意事項
２．受講票は､受付時に提出してください｡受講票を忘れた者､記載事項､写真などが不備のものは受付
けません。

注意事項
２．受講票兼受検票は、指導者養成講習会理論講習を受ける方へは理論会場で、理論講習を受けない方へは指導者養成講
習会実技会場でお渡しいたします。

2019/9/20

38 ２０２０年度　スキー指導者 準指導員検定会 注意事項に項目8.を追加しました。
注意事項
８．受講票兼受検票は、指導者養成講習会理論講習を受ける方へは理論会場で、理論講習を受けない方へは指導者養成講
習会実技会場でお渡しいたします。

2019/9/20

39 ２０２０年度　SAJ公認スキーB級検定員検定会

41 ２０２０年度　東京スキー大学Ⅰ スキー＆スノーボード（研修会）

行事名
２０２０年度　東京スキー大学Ⅰ スキー＆スノーボード（研修会）

参加資格
ＳＡＪ指導員・準指導員資格を有する方および２級以上の方。(スノーボードも含む）

参加料
スノーボード研修会参加費用               ：２９，０００円
スノーボードの指導員準指導員以外の方：２５，０００円

その他
※講師にはＮ・Ｓデモ等を予定しています。スノーボード講師は専門員・技術員となります。

行事名
２０２０年度　東京スキー大学Ⅰ

参加資格
ＳＡＪ指導員・準指導員資格を有する方および２級以上の方。

参加料
（スノーボードのところは削除）

その他
※講師にはＮ・Ｓデモ等を予定しています。（スノーボードのところは削除）

2019/8/17

62
-
64

石井スポーツ・FIS公認マスターズポイントレース
２０２０ 南関東ブロックマスターズ　菅平高原大会

２０２０関東ユースシリーズ第２戦 東京大会(回転・大回転）

乱丁、落丁がございました。
深くお詫び申し上げます。

P62は「Mt.石井スポーツ・FIS公認マスターズポイントレース２０２０ 南関東ブロックマスターズ　菅平高原大会」の1ページ目と
なります。
P63は「Mt.石井スポーツ・FIS公認マスターズポイントレース２０２０ 南関東ブロックマスターズ　菅平高原大会」の2ページ目と
なります。
P64は「２０２０関東ユースシリーズ第２戦 東京大会(回転・大回転）」の1ページ目となります。

2019/8/17

（今年度2020年度に指導員検定に合格した方はシクミネットではなくデジエントリーからとなりました。デジエントリーでの申し込み方法を追記しました。）



64
-
65

SAJ公認２０２０関東ユースシリーズ第２戦 東京大会(回転・大回
転）

雪不足の為、予定の大会コース（SAJ公認）の使用が不可能になりました為、SAJ公認大会としては中止にいたします。
但し、野沢温泉スキー場の別コース（未定）を使用して、非公認大会（SAT公認）を同日、同日程で実施いたします。
同大会はジュニアオリンピック東京代表選手の選考レースを兼ねておりましたので、非公認大会において選考を実施いたしま
す。
(選考方法に変更はありません)

2019/1/31

日程
2020年2月22日（土）
　　　　　１４：００　　受付
　　　　　１４：３０　　ワンポイント練習会・コースオープン
　　　　　　　　　　　 競技スキー体験会
　　　　　　　　　　   ジュニアバッチ検定事前講習会
　　　　　2月23日（日）
　　　　　８：３０     受付
　　　　　９：３０     レース
　　　　　            雪上運動会
　　　　　            閉会式、表彰式

日程
2020年2月22日（土）
　　　　　14：00　　受付　　　※集合場所　　中里スキー場第6リフト乗り場前
　　　　　14：30    ・ワンポイント練習会・コースオープン
　　　　　　　　　　  ・競技スキー体験会
　　　　　　　　　　  ・ジュニアバッチ検定事前講習会
　　　　　2月23日（日）
　　　　　8：00　　・当日受付　※場所　　中里スキー場第6リフト乗り場前
　　　　　８：30    ・集合　　　　※場所　　中里スキー場第6リフト乗り場前
　　　　　9：30    ・レース
　　　　　           ・ジュニアバッチテスト　※希望者
　　　　　・雪上運動会・閉会式、表彰式

競技方法・組別
（３）組別は男子組年中・年長　女子組年中・年長とする。

競技方法・組別
（３）組別は、一般組　  年中、年長　男女４組、初心者組　年中、年長男女共通2組とする。
（４）スキー用のヘルメットを着用のこと。

参加費
※ジュニアバッチ検定に参加の方は、

参加費
※ジュニアバッチテストに参加の方は、

その他
（１）２４日のみの参加も受け付けます。

その他
（１）２３日のみの参加も受け付けます。

72 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）／実技：菅平高原（予定）

日程　理論２０１９年１１月１０日（日） １０：００～１５：００  学科講習・筆記試験　（於：未定（都内））
　　　　実技２０２０年　１月１１日（土）　 ８：３０　受付・開会式

会場　理論：TKPスター会議室四谷（四谷第一）新宿区四谷1-8-6 ホリナカビル
　　　　実技：菅平高原
日程　理論２０１９年１１月１０日（日） １０：００～１５：００  学科講習・筆記試験　（於：TKP四谷）
　　　　実技２０２０年　１月１１日（土）　 ８：３０　受付・開会式　菅平国際リゾートセンター

2019/9/12

78 ２０２０年度 ＳＡＴ アルペン強化部 事業一覧
事業№9　2020年3月22日（日）夜～3月25日（水）
事業№10　2020年3月25日（水）夜～3月29日（日）

事業№9　2020年3月22日（日）夜～3月26日（木）
事業№10　2020年3月26日（木）夜～3月31日（火）

2020/2/27

事業名
アルペン雪上トレーニング③強化/育成合宿：対象(東京都小学校新１年生～高校生選手）

事業名
雪上トレーニング③（競技、教育合同事業）強化/育成合宿：対象(東京都小学校新１年生～高校生選手）

2020/1/28

５月1日（金）　２０：００　宿舎集合後オリエンテーションミーティング
　※2日の朝入り希望者は、その旨を申し出ください。
５月２日（土）　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング）
　　　　　　　　　　陸上トレーニング
　　　　　　　　　　セミナー（夕方、ホテル内）
５月３日（日）～４日（月）　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング）
　　　　　　　　　　陸上トレーニング
　　　　　　　　　　セミナー（夕方、ホテル内）
５月５日（火）　SAJ公認バッジテストを予定（希望者）、ポール班はパラレルスラローム
　　　　　　　　　　１５時 解散予定

５月２日（土）　２０：００　宿舎集合後オリエンテーションミーティング
※３日の朝入り希望者は、その旨を申し出ください。
５月３日（日）　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング）
　　　　　　　　　　陸上トレーニング
　　　　　　　　　　セミナー（夕方、ホテル内）
５月４日（月）　練習開始（フリートレーニング・基本ゲートトレーニング）
　　　　　　　　　　陸上トレーニング
　　　　　　　　　　セミナー（夕方、ホテル内）
５月５日（火）　SAJ公認バッジテストを予定（希望者）、ポール班はパラレルスラローム
　　　　　　　　　　１３時頃 解散予定

2020/1/28

右記項目追加
コーチ（予定）
清澤恵美子、梅原玲奈、井上優、湯浅直樹

2020/1/28

参加人員
１００名程度

参加人員
１２０名程度（教育本部を含む）

2020/1/28

参加費【一般選手】
３，０００円　(1日)　・　６，０００円（2日）　・　９，０００円（３日）　・　１２，０００円（４日）

参加費【一般選手】
３，０００円　(1日)　・　６，０００円（2日）　・　９，０００円（３日）　・　（４日間を削除）

2020/1/28

66
-
67

２０２０全国Yukids  スノーフェスティバル（幼児対象イベント）

アルペン雪上トレーニング③
強化/育成合宿：対象(東京都小学校新１年生～高校生選手）

90
～
91


