
2022期日 会　場 人員 前泊 2022☆主任 2022担当　（スキー） 2022担当(ボード)

１１／７ 美作 － ☆吉井

１１／２５～２８ 札幌国際 1 ● （SAJ事業）　☆森

１２／５ 岡山 5 ☆久保木 ・加藤・森（AMのみ）

１２／１１～１２ めがひら 9 （西日本ブロック事業）　☆久保木　森専門委員・技術員

１２／２５ 大山 ☆森 ・技術員

１２／２５ 大山 － ☆吉井

１２／２５～２６ 戸隠 － ● （西日本ブロック事業）　申込先：中塚

１２／２５～２６ 戸隠 1 ● （西日本ブロック事業）　☆中塚

１２／２６ 大山 － ☆佐々木 ・技術員

１２／２６ 大山 2 ☆久保木 ・加藤　※専門委員,他の技術員は伝達

１／２～３ 大山 6 ☆神﨑 ・実原・池田・藤井・中塚・古矢

１／８ 大山 2 ☆入澤

１／８～９ 大山 3 ☆加藤 ・中塚・森

１／９ 大山 2 ☆藤井 ・実原

１／１０
成人の日

大山 19 ● ☆大西 ・石原・森・古矢・久保木・中塚・加藤・真名子・房野・西
江・吉井・清水・村下・中西・佐々木

１／１５～１６ 大山 15 ● ☆真名子
・石原・森・古矢・久保木・大西・中塚・加藤・房野・村下・
吉井・清水・長鉾・実原（特別講師）

１／２２～２３ 大山 － （西日本ブロック事業）　申込先：石原

１／２２～２３ 大山 3 ☆加藤 ・真名子・久保木

１／２３ 大山 2 ☆永江 B:入澤

１／２３ 大山 － （西日本ブロック事業）　申込先：中塚

１／２３ 大山 6 ☆上山 ・国米・近行

中止 わかさ氷ノ山 － 中止

１／２８ めがひら － （西日本ブロック事業）　☆田中

１／２９ 大山 2 ☆藤井 ・実原

１／２９～３０ 大山 4 ☆大西 ・藤井・中塚・永江

１／２９～３０ 大山 1 ☆久保木

１／３０ 恩原 6 ☆景山 ・右手・豊福

１／３０ 大山 2 ☆丸山 B:永江

２／５ 大山 3 ● （西日本ブロック事業）　☆西江・古矢・吉井

２／５～６ 大山 5 ☆久保木 加藤・真名子

２／６ 恩原 9 ☆真名子猶 ・真名子祐・横川
　Jr能井久・能井義・田口

２／１２～１３ 大山 15 ☆実原 ・古矢・中塚・永江正・藤井・神崎・池田・久保木・長鉾
・黒原敏・森・石原・真名子

大山 4 ● ☆久保木 ・古矢・加藤・石原

大山 4 ● ☆永江

２／１９ 大山 2 ☆大西 西江

２／１９～２０ 大山 2 ☆中塚

２／２０ 恩原 6 ☆牧野 ・甲本龍・福島将

２／２０ 大山 6 ☆山本 ・近藤・中野

２／２５～２７ 奥神鍋 2 （SAJ事業）☆真名子　※サポートは空いてる技術員で対応

２／２６～２７ 大山 4 ☆中塚 ・杉山・藤井・永江

３／２～６ 八方 3 ● （SAJ事業）☆古矢・西江・上原博

３／３～６ 石打丸山 1 ● （SAJ事業）☆田中

３／５ 大山 － ☆牧野

３／５ 大山 － ☆吉井

３／６ 大山 3 ☆長鉾 ・房野・福島林

３／６ 大山 6 ☆佐々木 ・上山・西江

３／１２ 大山 2 ☆藤井 ・実原

【国体岡山県予選会役員（大山）】

１／２０～２３

【恩原スキー教室 　ＳＫＩ/ＢＯＡＲＤ】 ☆主任

講師数 講師数

1月8日(土) ２人 ２人

1月9日(日) ３人 ２人

1月10日(月祝) ３人 ２人

1月16日(日) ２人 ２人

1月22日(土) ２人 ２人

1月23日(日) ２人 ２人

1月30日(日) ２人 ２人

2月6日(日) ２人 ２人

2月11日(金祝) ２人 ２人

2月12日(土) ３人 ２人

2月13日(日) ３人 ２人

【注意事項】 ◎　止むを得ない事情で担当出来なくなった者は、自己の責任において代員を確保し教育本部長あて連絡する事。　

◎　主任担当者は、担当行事内のそれぞれの担務について調整する事。

定岡(阿新)　・佐々木(蒜山)

舟元　・下平(蒜山)

山田恭(蒜山)　・吉田(真庭南)

白川和　・白川楓(蒜山)

三宅(玉島)　・小川(JFE)

稲垣(教職員)　・長洲（ｺﾝﾍﾟﾃｨｿﾞｰﾈ）

松岡(津山)　・野上(NTT)

田中(岡ス)　・稲岡（津山）

坂本(津山)　・中村（蒜山）

Ｂ：石原・中野・川上

Ｂ：中野・川上・長洲

織田　・早瀬(倉敷市役所)

期　日
恩原パノラマ教室　ＳＫＩ

担当　（☆主任）

稲岡陽(津山）・田中(岡ス)

☆湯浅　・貞岡　・柴田　(岡ス)

☆森安功　・森安栄　（那岐山）

☆古武　(吉備)　・浅野　(教職員)　

☆武村　・北川　(真庭南)

☆真名子猶・真名子祐　(第２シー)

☆浅野　(教職員)　・額田　・斎藤千　(NTT)

☆横溝　・寺田　(三菱)

☆石橋　・萩原　(玉島)

☆吉田修　・三宅新　(NTT)

☆竹藤　・相坂　・長畑　(県庁)

☆小倉　・宮永　・若林　(ＪＲ)

恩原パノラマ教室　BOARD

Ｂ：稲垣・柴倉・白川（和）

スキー準指導員検定会

担当

指導員研究会兼シーズン納会

Ｃ級公認検定員検定（理論・実技）

Team Okayama Practice Session （通称：TOPS）

（前年度準指合格者） ＳＫＩ：横川将之（第2ｼｰﾊｲﾙSC)・奥村隆典（玉島SC)・荻原正敏（玉島SC) 　ＢＯＡＲＤ：白川楓（蒜山SC)

★スノーフェスタ(SKI/BOARD) Ｂ：・入澤・筒井・田中

第３回教育本部役員会

スノーボード準指導員検定会 Ｂ：入澤・丸山

プライズテスト（テクニカル・クラウン）②

大山バッジテスト(SKI/BOARD)

第１９回全日本スノーボード技術選手権大会

第５９回全日本スキー技術選手権大会

スキー特別講習会③　(正指受験者対策）

Ｂ級公認検定員検定（理論・実技）

スキー指導員検定会第5会場（ＳＡＪ事業）
A級検定員検定（2/26～27）（ＳＡＪ事業）
(ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ)第１会場：北海道、第２会場：長野

恩原バッジテスト(SKI/BOARD)

恩原バッジテスト(SKI/BOARD)

大山バッジテスト(SKI)

恩原バッジテスト（SKI/Ｊｒ/BOARD）

スノーボード特別講習会②

大山バッジテスト(SKI/BOARD)

指導員養成合宿講習会(SKI/BOARD) Ｂ：入澤・永江

第５回西日本スキー技術選手権大会

Ｂ：西谷・石井・西山

スノーボード特別講習会③

Team Okayama Practice Session （通称：TOPS）

スキー特別講習会（コブ対策）　単位なし

行　　事　　名

指導員総会

スキー・スノーボード中央研修会(SAJ事業)

指導員養成講習会（理論）(SKI/BOARD) Ｂ：永江・田中　　障対：長谷川

２０２２年度　岡 山 県 ス キ ー 連 盟 教 育 本 部 行 事 担 当 表

２／１９～２０

西日本ブロック　ジャッジマン研修会

西日本ブロック　強化合宿Ⅰ

西日本ブロック　スキー・スノーボード技術員研修会 Ｂ：入澤・永江

第２回教育本部役員会

ＳＡＯスキー・スノーボード技術員研修会

第５回西日本スノーボード技術選手権大会

Ｂ：入澤・永江・丸山

プライズテスト（テクニカル・クラウン）①

スキー特別講習会②　単位なし

Ｂ：柴倉・入江・織田

西日本ブロック　強化合宿Ⅱ

ＳＡＪスキー大学(第四会場)

ＳＡＪスキー・スノーボード指導員受検者特別講習会

スキー・スノーボード伝達講習会

岡山県ｽｷｰ/ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ技術選手権大会（一般・中学生・高校
生オープン大会）(SKI/BOARD)　※鳥取県と合同開催

Ｂ：田中・足立・長谷川

指導者研修会（理論/実技）(SKI/BOARD)

スキー特別講習会①　単位なし

スキー技術強化特別講習会（養成講習併用）

スノーボード特別講習会① Ｂ：丸山

スキー特別講習会（指導員養成・ﾊﾞｯｼﾞﾃｽﾄ対策）

Team Okayama Practice Session （通称：TOPS）


