
テクニカルプライズテスト開催要項 
期日・会場（申込締切：受検会場の実施期日５日前） 

NO 期日 会 場 受付場所 申し込み先 

1 
2014/

1/26 

テイネオリンピアサイド

（事前講習 1/25） 

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 

テイネオリンピアスキー学校 TEL 011-685-7000  

2 
2014/

2/2 

朝里川温泉スキー場 

（事前講習 2/1） 

朝里スキースクール 

スキー学校 

〒047-0154 小樽市朝里川温泉１丁目394 

朝里スキースクール TEL 0134-52-1000 

3 

2014/

2/11 

ばんけいスキー場 

（事前講習 2/1 2/9） 

センターロッジ１F 

ばんけいスキー学校 

〒064-0945 札幌市中央区盤渓410 

ばんけいスキー学校 TEL 011-641-3232 

4 
ルスツリゾートスキー場

（事前講習 2/10） 

ルスツリゾート 

スキースクール受付 

〒048-1711 留寿都村字泉川13 

ルスツリゾートスキースクール TEL 0136-46-3280 

5 
メムロスキー場 

（事前講習 2/1 2/9） 

メムロスキー場ロッジ内

めむろスキースクール受付 

〒082-0086 芽室町中美生2線42 

めむろスキースクール TEL 0155-65-2365 

6 
ぴっぷスキー場 

（事前講習 2/10） 

比布スキー学校 １F 〒078-0327 比布町北７線17 号 

比布スキー学校 TEL 0166-85-3148 

7 

2014/

2/16 

ピリカスキー場 

（事前講習 2/8 2/15） 

ピリカスキー学校 〒049-4151 今金町字美利河205-1 

ピリカスキー学校 TEL 01378-3-7866 

8 
北見若松市民スキー場 

（事前講習 2/15） 

第２休憩所 〒090-0818 北見市本町３丁目5-19 因 芳広方 

北見スキー学校 TEL 0157-61-2311 

9 
札幌藻岩山スキー場 

（事前講習 2/15） 

札幌藻岩山スキー学校 〒005-0040 札幌市南区藻岩下1991 

札幌藻岩山スキー学校 TEL 011-582-1166 

10 
2014/

2/23 

名寄ピヤシリスキー場 

（事前講習 2/22） 

名寄スキー学校 

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 TEL 01654-2-1180 

11 

2014/

3/2 

小樽天狗山スキー場 

（事前講習3/1） 

小樽天狗山スキー学校 〒047-0023 小樽市最上2-16-20 

小樽天狗山スキー学校 TEL 0134-34-1628 

12 
阿寒湖畔スキー場 

（事前講習 3/1） 

スキー場ロッジ内受付 〒085-0463 釧路市阿寒湖畔スキー場 センターハウス内 

阿寒湖畔スキー学校 TEL 080-4046-5526 

13 
Mt. レースイスキー場 

（事前講習 3/1） 

ﾏｳﾝﾄﾚｰｽｲｽｷｰ＆ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｸ

ｰﾙ受付 

〒068-0411 夕張市末広２-４  

   ﾏｳﾝﾄﾚｰｽｲ ｽｷｰ&ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｽｸｰﾙ TEL 0123-52-5151  

14 
2014/

3/9 

富良野スキー場 

（事前講習 3/8） 

富良野スキー学校 〒076-0034 富良野市北の峰町18-3 

富良野スキー学校 TEL 0167-22-4907 

15 
2014/

3/16 

サホロリゾートスキー場 

（事前講習 3/8 3/15） 

ｻﾎﾛﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場内 

ゴンドラステーション１F 

サホロスポーツクラブ 

〒081-0006 新得町栄町123 

NPO サホロスポーツクラブ柳沢方  TEL 090-4872-8322 

16 
ニセコグラン・ヒラフスキー場

（事前講習 3/15） 

ニセコひらふ 

 スキースクール 

〒044-0081 倶知安町字山田204 

ニセコひらふスキースクール  TEL 0136-22-0921 

17 
2014/

3/23 

かもい岳スキー場 

（事前講習 3/22） 

スキー場センターハウス 〒073-0404 歌志内市歌神９５ 

かもい岳スキー学校  TEL 0125-42-2772  



NO 期日 会 場 受付場所 申し込み先 

18 
2014/

3/30 

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ･ﾊｲﾗﾝﾄﾞｿﾞｰﾝ 

（事前講習 3/29） 

スキーセンター３F 

ｽﾉｰﾄﾞﾙﾌｨﾝｽｷｰ学校 

〒006-0049 札幌市手稲区手稲金山172 

スノードルフィンスキー学校 TEL 011-685-7052 

19 
富良野スキー場 

（事前講習 3/29） 

富良野ｽｷｰ場(富良野ｺﾞﾝﾄﾞ

ﾗｻｲﾄﾞ)木村公宣ｽｷｰｽｸｰﾙ 

〒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 TEL 0167-39-0811 

20 
2014/

4/6 

札幌国際スキー場 

（事前講習 4/5） 

札幌国際スキースクール

受付 

〒061-2301 札幌市南区定山渓937 

札幌国際スキースクール TEL 011-598-4519 

21 
2014/

4/13 

キロロスノーワールド 

（事前講習 4/12） 

マウンテンセンター１階 〒046-0593 赤井川村字常盤650 

キロロスキー＆スノーボードアカデミー TEL 0135-34-7128 

 

１. 主催 公益財団法人北海道スキー連盟 

 

２. 主管 開催地登録スキー学校（委託事業） 

 

３. 日程 

８：００～８：３０ 受 付 

８：４５      開会式 

９：００      開 始 

（※閉会式は各会場で提示する） 

 

４. 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 フリー滑降        ナチュラル・総合斜面 

 

５. 採点基準 

（１）実技種目テストは、検定員３名の評価の平均値を当該種目

の取得ポイントとする。ただし、ポイントは、小数点第１位

を四捨五入とする。 

（２）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。 

 

６. 受検資格 

（公認スキーバッジテスト規程第８条参照） 

（１）受検年度のＳＡＪ会員であること。（会員登録番号を有す

る者・暫定会員も可） 

（２）受検年度の４月１日現在で、１３歳以上であること。 

（３）級別テスト１級を取得していること。 

（４）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。ただし、加盟団体長が特に認める者は、事前講

習を免除する。 

 

 

７. 受検手続 

（１）受検希望者は、所定の申込書（別記様式）に記載事項を楷

書で記入し、次のものを添えて、各会場へ現金書留で直接申

し込むこと。（申込締切；各会場の実施期日の５日前） 

①「ＳＡＪ会員証」または「手続き完了証」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（同一年度の受検の場合は、１箇所の事前

講習修了証が全会場に有効） 

※修了証は、申込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可とする。 

④受検料 ７，０００円 

（受検申込み後の受検料は、返金しない） 

 

８. 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；３，５００円）

を持参して登録手続きを行うこと。 

 

９. その他 

（１）受検希望者は、必ず傷害保険に加入し、申込書に会社・記

号・番号等を記入すること。 

（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）事前講習の有無は、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持参すること。 

 


