
2022年度 テクニカルプライズテスト 

開 催 要 項 

 

１．主催 公益財団法人 北海道スキー連盟 

２．主管 SAJ 公認スキー学校（委託事業） 

３．目的  

   上級技術を持つスキーヤーの技術力を判定し、 

向上心の育成と後継者の養成を図る。 

４．会期・会場・現地本部及び連絡先    

  別記一覧表のとおり 

５．日程     

   8：00 〜 8：30 受付  

   9：00 〜  開会式  

   9：30 〜  検定 

          （開会式は各会場で提示する） 

   ※ 上記は目安なので、日程等詳細は検定会場 

に確認すること。 

６．受検資格 

 （公認スキーバッジテスト規程第 10 条参照） 

 (1) 受検年度の SAJ 登録会員であること。 

  （会員登録番号を有する者） 

  ( ア) シクミネットマイページ内で「正会員」 

がわかる箇所を印刷する。 

  (イ) 完了を知らせる文章を印刷する。 

 (2) 級別テスト 1 級を取得していること。 

 (3) 受検する年度において、事前講習 2 単位・4 

時間を修了していること。 

 ７．受検手続 

 (1) 申込み先   

     北海道スキー連盟ＨＰ教育本部内の申込み 

書を印刷し、必要事項を楷書で記入し、各会 

場へ現金書留で直接申込むこと。申込み先は、 

次ページの一覧表のとおり。 

 (2) 申込み締切り  

   各会場の実施期日の５日前 

 (3) 受検料   

   7,000 円+ 税 

   ※受検申込み後の受検料は、返金しない。 

 (4) 提出書類  

  ① 受検年度の SAJ 会員証又は「手続完了証」 

の写し。 

  ② 指導者ライセンス（指導員又は準指導員） 

の表裏の写し、又は 1 級合格証の写し。 

  ③ 事前講習修了証 

  ※ 修了証は、申込み時の添付を原則とするが、 

事情がある場合は、検定当日の持参を可と 

する。 

８．実技テスト種目 

 ① パラレルターン/ 大回り（ナチュラル・急斜面） 

 ② パラレルターン/ 小回り（ナチュラル・急斜面） 

 ③ パラレルターン/ 小回り （不整地・中急斜面） 

 ④ 総合滑降       （ナチュラル・総合斜面） 

９．採点基準 

   実技１種目当り 100 ポイントとし、４種目の 

評価の合計が 300 ポイント以上をもって合格と 

する。 

10．合格手続   

 (1) 合格者には、閉会式において合格証・バッジ 

を授与する。 

 (2) 閉会式終了後に、公認料（バッジ代を含む： 

5,000 円）を持参して登録手続を行なうこと。 

 ※ なお、SAJ 公認料に変更がある場合には、変 

更された公認料（バッジ代を含む）とする。 

11．その他   

 (1) 受検希望者は、必ず傷害保険に加入し、申込 

み書に会社・記号・番号などを記入すること。 

 (2) 会場によっては、日程が変更される場合があ 

るので、予め確認すること。 

 (3) 事前講習の日程については、各会場に問い合 

わせること。なお、事前講習は１回受講する 

とその年度中有効なので、他の会場で受検す 

るときは「修了証」を忘れずに持参すること。 

松樹恒史

松樹恒史
〒096-0066　
名寄市日進　名寄スキー学校
電話　01654-8-7586　
現金書留で送ってください。


松樹恒史
ピヤシリ会場　開催要項

松樹恒史
2022年2月20日(日)

松樹恒史

　　　事前講習　2月19日(土)　料金6,000円　　　　　　　　　　
　　　当日スキー学校にて申込み支払い　
　　　9時受付　9時30分開始　
　　　名寄スキー学校前集合



松樹恒史

松樹恒史

松樹恒史

松樹恒史

松樹恒史

松樹恒史



ピヤシリ会場

西暦 年 2 月 20 日

＊

西暦 年 月 日
＊は記入しないでください。

西暦 年 月 日生 年齢 歳

〒 -

(自宅) - - (携帯) - -

西暦 年 月 日

西暦 年 月 日

印

※事前講習受講は、テクニカルプライズ・テスト受検者全員必修とします。

１．開催要項をよく読み、必要事項をもれなく正確に楷書で記入してください。

２．ＳＡＪ会員番号は、必ず確認の上、正確に記入してください。（不備の場合は再提出）

３．傷害保険には必ず加入し、保険会社名、記号・番号を記入ください。

１．受検を希望する各会場に、申込書・提出書類及び受検料を現金書留で直接申し込んでください。

２．申込先は、ＳＡＨホームページ、若しくはＳＡＨ教育本部メモの「テクニカルプライズ・テスト」の「会期・会場」を参照ください。

３．一度入金された受検料は、返金できませんのでご了承ください。

※Ａ４サイズで提出すること。

■提出書類チェック欄

①ＷＥＢ会員証（ＳＡＪ会員証）を印刷したもの　□　　　②指導者ライセンスの写し若しくは１級合格証の写し　□

③事前講習修了証の写し　□

テ ク ニ カ ル プ ラ イ ズ ・ テ ス ト 受 検 申 込 書
スキー学校長　殿

スキー連盟
所　 属

地区連

ピヤシリ スキー場

2022

ＳＡＨ登録 受検申込会場

開　　催　　日

ビブ番号

○ 申 込 年 月 日

ふりがな

氏　　名

電　話

住　　所

加入傷害保険

取得会場

保護者承諾欄
（12歳以下の受検者）

取得年月日

保険会社名

記号・番号

上　記　資　格

取　得　証　明
合格証　№

　テスト期間中、参加者本人の責任による事故は、保護者の責任において対応することを承諾し参加を申込み致します。

申込み方法

※「個人情報保護」により、この申込書に記載された個人情報は、（公財）北海道スキー連盟及び開催スキー学校が主催・主管・公認する事業を円滑に運営するためにのみ利用されます。

保護者氏名

・受検会場で受講する ・受講しない（受講証明書持参）

提出書類

１．提出書類とは、「ＷＥＢ会員証（ＳＡＪ会員証）を印刷したもの」及び「指導員ライセンスの写し（指導員）」、又は「準指導員ライセンスの写し（準指導員）」、又は「１級合格証の写し（１級取得

者）」と「事前講習修了証の写し」を言います。（ＷＥＢ会員証は、「ＳＡＪホームページ」→「会員登録ＬＯＧＩＮ」→「会員ログイン」し、印刷してください。）

事 前 講 習 会

（いずれかを○で囲む）

記入上の注意

資　　　　　　格

（いずれかを○で囲む）
・指導員　　　　　　　　　・準指導員　　　　　　　　　・１級

年　　齢

男

・

女

ＳＡＪ会員番号

（７ケタ）
登録済み№ （当該年度の会員番号）

（2022年4月1日現在）



2022年度 テクニカルプライズ・テスト会期・会場

（申込締切：受検会場の実施期日５日前）

開催日 事前講習日 会　場 受付場所 申込先・問合せ先

テイネオリンピアスキー学校 〒006-0029　札幌市手稲区手稲本町593-3

スキーセンター内 ﾃｲﾈｵﾘﾝﾋﾟｱｽｷｰ学校　ﾃｸﾆｶﾙﾌﾟﾗｲｽﾞ係　☎011-685-7000

〒047-0154  小樽市朝里川温泉１丁目394番地

朝里スキースクール　☎0134-52-1000　FAX 0134-52-1100

2月5日(土) メムロスキー場ロッジ内 　〒082-0086　河西郡芽室町中美生2線42　メムロスキー場ロッジ内

2月６日(日) めむろスキースクール めむろスキースクール　☎0155-65-2365

1月２９日(土)ＰＭ、2月５日(土)ＰＭ 〒078-0327　上川郡比布町北7線17号

2月６日(日)全日 比布スキー学校　☎0166-85-3148（検定日５日前まで）

1月3０日(日) 〒064-0945　札幌市中央区盤渓386-9

2月6日(日) ばんけいスキー学校　☎011-641-3232

2月8・10日(火・木) 夜間/1単位 〒005-0040　札幌市南区藻岩下1991

2月12日(土) 札幌藻岩山スキー学校　☎011-582-1166

2月5日(土) 〒049-4151　瀬棚郡今金町字美利河205-1

2月12日(土) スノースクールピリカ　☎0137-83-7788

〒048-1711　虻田郡留寿都村泉川13番地

ルスツリゾートスキースクール　☎0136-46-3280

〒049-2192　茅部郡森町赤井川229

グリーンピア大沼スキースクール 　☎01374-5-2277

ピヤシリフォレスト内 〒096-0066　名寄市日進 ピヤシリフォレスト内

名寄スキー学校 名寄スキー学校　☎01654-8-7586　090-3111-5795

北見若松市民スキー場 〒090-0818　北見市本町3丁目5-19　因 芳広方

第２休憩所 北見スキー学校　☎090-1643-5352

〒047-0023　小樽市最上2丁目16番20号

小樽天狗山スキー学校　☎0134-34-1628

〒085-0463　阿寒湖畔スキー場 センターハウス内

阿寒湖畔スキー学校　☎090-9438-2481

〒047-0265　小樽市春香町357番地

オーンズスキースクール　☎0134-62-1454

〒061-2271　札幌市南区藤野473番地1

Fu's snow area スキースクール　☎011-591-8111

〒076-0034　富良野市北の峰町18番地3号　

富良野スキー学校　☎0167-22-4907

3月６日(日) ニセコグラン・ヒラフスノースクール 〒044-0061　虻田郡倶知安町山田204番地

３月12日(土） スキーセンタードットベース1Ｆ ニセコグラン・ヒラフスノースクール　☎0136-22-0921

サホロリゾートスキースクール 〒081-0039　上川郡新得町狩勝高原サホロリゾートスキー場

スクール受付カウンター サホロリゾートスキースクール　☎0156-64-4121

〒047-0154  小樽市朝里川温泉１丁目394番地

朝里スキースクール　☎0134-52-1000　FAX 0134-52-1100

スキーセンター３F 〒006-0049　札幌市手稲区手稲金山172　サッポロテイネ内

スノードルフィンスキー学校受付 スノードルフィンスキー学校　☎011-685-7052

富良野スキー場 (富良野新プリンスゾーン) 〒076-3511　富良野市中御料　新富良野プリンスホテル内

富良野 木村公宣スキースクール 富良野 木村公宣スキースクール　☎0167-39-0811

〒061-2301　札幌市南区定山渓937番地先

札幌国際スキースクール　☎011-598-4519

4月3日(日) 〒046-0593 余市郡赤井川村字常盤128番地1

4月9日(土) キロロスキー＆スノーボードアカデミー　☎0135-34-7128

富良野スキー学校

札幌国際スキースクール受付

キロロスキー＆スノーボードアカデミー

四季の森内　スキースクール受付

小樽天狗山スキー学校

スキー場センターハウス内

オーンズスキースクール

Fu's snow area コアハウス内受付

比布スキー学校

ばんけいスキー学校

札幌藻岩山スキー学校

スノースクールピリカ

ルスツリゾートスキースクール受付

1 1月16日(日) 1月15日(土)
サッポロテイネスキー場
（オリンピアゾーン）

2 朝里川温泉スキー場2月6日(日) 2月5日(土)

5

ピリカスキー場

3

2月20日(日)

北見若松市民スキー場

2月13日(日) 札幌藻岩山スキー場

2月13日(日)

4

2月11日(祝・金) メムロスキー場

7

6

8

小樽天狗山スキー場

10

9

11

12 2月19日(土)

3月6日(日) 3月5日(土)

2月20日(日) 2月19日(土)

2月20日(日) 2月19日(土)

18

3月13日(日)

16

13

14

15

3月5日(土)

3月6日(日) 3月5日(土)

3月6日(日)

17

23

4月3日(日) 4月2日(土) 札幌国際スキー場

19

22

21

20 3月26日(土)

朝里川温泉スキー場

2月11日(祝・金)

4月10日(日) キロロスノーワールド

富良野スキー場
（富良野ＲＷゾーン）

サホロリゾートスキー場

3月27日(日)
サッポロテイネスキー場
（ハイランドゾーン）

3月27日(日) 3月26日(土)

ニセコグラン・ヒラフスキー場

3月5日(土)

3月20日(日)

富良野スキー場
(北の峰ゾーン)

Fu's snow area 

スノークルーズオーンズ

3月6日(日)

センターハウス２階

3月19日(土)１日のみ

3月21日(祝・月) 3月20日(日) センターハウス２階

ピヤシリスキー場

阿寒湖畔スキー場

2月20日(日) 2月19日(土) ルスツリゾートスキー場

2月20日(日) 2月19日(土) グリーンピア大沼スキー場

2月11日(祝・金) ぴっぷスキー場

札幌ばんけいスキー場

松樹恒史
　　　　

松樹恒史


