
1.公益目的事業
　　(1) 競技会開催事業(定款第4条第1項)

1.競技会の開催
開催年月日 曜日 会場 種目 参加者数(人) 公認区分

  27.10.25 日 第9回伊藤杯ｻﾏｰﾌｧｲﾅﾙ大倉山ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 82 全日本A級公認

10.31 土 第94回全日本ｽｷｰ選手権大会:ｼﾞｬﾝﾌﾟ競技　ﾉｰﾏﾙﾋﾙ 宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 106 全日本A級公認

第94回全日本ｽｷｰ選手権大会:ｼﾞｬﾝﾌﾟ競技　ﾗｰｼﾞﾋﾙ ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134

兼　第57回NHK杯ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 全日本 78
NHK 101

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認
女子５㎞C 全日本A級公認

第34回伊藤杯全日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽｷｰﾚｰｽ 男子10㎞C ※中学生は除く

中学男子5㎞
中学女子3㎞
ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認

FIS Far East Cup 女子SP・F 全日本A級公認

ﾜﾝｳｪｲ杯全日本ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰﾚｰｽ2016 男子SP・F ※中学生は除く

中学男子SP
中学女子SP

FIS Far East Cup ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認
札幌ﾄﾖﾀ杯全日本ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰﾚｰｽ2016 女子10㎞F 全日本A級公認

男子15㎞F

1.9 土 第57回雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ杯全日本ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 100 全日本A級公認

1.10 日 札幌ｽｷｰ連盟会長杯第27回TVh杯ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 84 全日本A級公認

1.11 月祝 第58回HBCｶｯﾌﾟｼﾞｬﾝﾌﾟ競技会 宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 84 全日本A級公認

1.16～ 土～ 53

1.17 　　日 47

1.17 日 2016HBCラジオ歩くｽｷｰ大会 白旗山 歩くスキー 1,358

第44回札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念国際ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟ競技大会 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 FIS公認

FISｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ2016 　　札幌ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念 66 全日本A級公認

　　ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ 53
第43回HTBカップ国際ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟ競技大会 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 FIS公認

FISｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ2016 　　　ＨＴＢｶｯﾌﾟ 67 全日本A級公認

　　ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ 53
第55回STVｶｯﾌﾟ国際ｽｷｰｼﾞｬﾝﾌﾟ競技大会 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 FIS公認

FISｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ2016 　　ＳＴＶｶｯﾌﾟ 67 全日本A級公認

　　ｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙｶｯﾌﾟ 47
1.30～ 土～ 67

1.31 日 67

1.30 土 第2回宮様ｼﾞｭﾆｱｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ競技会 ばんけい HP 58

43 FIS公認

1.30～ 土～ 29 全日本A級公認

1.31 日 79 全日本A級公認

76 全日本B級公認

ｽﾓｰﾙﾋﾙ 39

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 19

2.6～ 土～ 37 FIS公認

2.7 日 31 全日本A級公認

平成28年度　事業報告書

競技会名

白旗山

1.23 土

1.24 日

28.1.6 水
FIS Far East Cup 

金1.22

ばんけい

白旗山

大倉山

大倉山

白旗山

2.6 土 第7回伊藤杯ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾝﾌﾟ大会

1.7

FISｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞｼﾞｬﾊﾟﾝｶｯﾌﾟ2016札幌ばんけい大会

木

ばんけい

宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100

大倉山

)       12

FIS ｼﾞｬﾝﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟﾚﾃﾞｨｰｽ2016札幌大会 

第16回ばんけいﾓｰｸﾞﾙ競技会

第20回北海道ｽｷｰ選手権大会:ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ競技/HP HP

ばんけい

)     207

)       82

)     209

)     181

FIS公認

(平成27年10月１日～平成28年9月30日)

悪天候のため11/1 NHK兼全日本と兼ねて実施

荒井山

ﾓｰｸﾞﾙ２戦

宮の森

FIS公認ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134

大倉山

11.1 日 全日本A級公認

1.8

FISｼﾞｬﾝﾌﾟﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2016札幌大会

金

HP

1



開催年月日 曜日 会場 種目 参加者数(人) 公認区分

札幌ﾄﾞｰﾑ、 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認

羊ヶ丘・西岡 25㎞・50㎞ 全日本A級公認

白旗山 歩くスキー

3・5・11㎞

ｽﾓｰﾙﾋﾙ 41

ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 19

第39回ﾐｽﾞﾉ杯ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾝﾌﾟ競技大会 ｽﾓｰﾙﾋﾙ 40

兼　第40回全道ｽﾎﾟｰﾂ少年団ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 17

2016北海道ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ選手権大会札幌ｼﾘｰｽﾞ 104 全日本B級公認

ICI石井ｽﾎﾟｰﾂｶｯﾌﾟ第38回宮様ｼﾞｭﾆｱｱﾙﾍﾟﾝ競技会 69 ｼﾞｭﾆｱ

2016ICI石井ｽﾎﾟｰﾂｶｯﾌﾟﾏｽﾀｰｽﾞｱﾙﾍﾟﾝSL競技会 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ ｽﾗﾛｰﾑ 12

2.13 土 第28回UHB杯ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 75 全日本A級公認

2.13～ 土～
2.14 日

2.17～ 水～

2.18 木

2.19～ 金～

2.20 土

2.21 日 第38回宮様ｼﾞｭﾆｱｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技会 白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 12

2.27～ 土～ ﾃﾞｭｱﾙﾓｰｸﾞﾙ 49 FIS公認

2.28 日 ﾓｰｸﾞﾙ 51 全日本A級公認

宮の森

白旗山

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ 男女GS 245
男女SL 114

西　岡 バイアスロンリレー 23
バイアスロン個人 123

白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ FIS公認

3.3～ 木～ 第87回宮様スキー大会国際競技会 女子 5㎞C 24 全日本A級公認

3.6 　　日 男子10㎞C 69
女子10㎞F 26
男子15㎞F 74

宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 107
大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 91

ばんけい ﾓｰｸﾞﾙ 71

白旗山 歩くスキー 172

3.5 土 第25回ﾌﾘｰｽﾀｲﾙｽｷｰ札幌ﾓｰｸﾞﾙ競技会 ばんけい ﾓｰｸﾞﾙ 86 全日本A級公認

3.12～ 土～ 2016北海道ﾁﾙﾄﾞﾚﾝ選手権大会札幌ｼﾘｰｽﾞ 389 全日本B級公認

3.13      日ﾐｽﾞﾉｶｯﾌﾟGS・白い恋人ｶｯﾌﾟGS 102 ｼﾞｭﾆｱ
ｽｷｰｱｽﾛﾝ

　女子5㎞C+5㎞F 54
3.14～ 月～ 　男子10㎞C+10㎞F 107 FIS公認

3.18 金 女子SP1.4㎞C 50 全日本A級公認

男子SP1.4㎞C 91
女子30㎞F・Ms 47

男子50㎞F・Ms 90

3.19 土 第17回伊藤杯ｼｰｽﾞﾝﾌｧｲﾅﾙ大倉山ﾅｲﾀｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 72 全日本A級公認

3.20 日 第15回宮様ｼﾞｭﾆｱﾓｰｸﾞﾙ競技会 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ ﾓｰｸﾞﾙ 35

3.24～ 木～ GS 202 FIS公認

3.27 日 SL 201 全日本A級公認

荒井山

ばんけい第35回北海道ｽｷｰ選手権大会:ﾌﾘｰｽﾀｲﾙ競技

FIS公認

全日本A級公認69

競技会名

ばんけい

52

荒井山

第94回全日本ｽｷｰ選手権大会:ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ競技 白旗山

第94回全日本ｽｷｰ選手権大会:ｱﾙﾍﾟﾝ競技　技術系

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

ばんけい HP

HP

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

HP

ｽﾗﾛｰﾑ

FISｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ2016札幌大会(ﾊｰﾌﾊﾟｲﾌﾟ)

第22回全日本ｽｷｰ選手権大会:ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ競技　ﾊｰﾌﾊﾟｲﾌﾟ

第36回札幌国際ｽｷｰﾏﾗｿﾝ大会

第38回宮様ｼﾞｭﾆｱｼﾞｬﾝﾌﾟ競技会

3/25女子GSは天候不良のため3/26に順延

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

ばんけい FIS公認

58

40

ｼﾞｬｲｱﾝﾄｽﾗﾛｰﾑ

ﾗｰｼﾞﾋﾙ　悪天候のため中止

男女SL   悪天候のため中止

悪天候のためｺｰｽを変更して実施

908

1,059

2.11 木・祝

2016全日本ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ選手権大会:ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ競技　ﾊｰﾌﾊﾟｲﾌﾟ

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

28.2.7 日

2



開催年月日 曜日 会場 種目 参加者数(人) 公認区分
3.31～ 木～ FIS公認

4.1 金 全日本A級公認

4.1～ 金～ FIS公認
4.2 土 全日本A級公認

ｽﾓｰﾙﾋﾙ 49
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 48
ｽﾓｰﾙﾋﾙ 49
ﾐﾃﾞｨｱﾑﾋﾙ 48

8.6 土 第34回札幌市長杯宮の森ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 宮の森 ﾉｰﾏﾙﾋﾙHS100 106 全日本A級公認

8.7 日 第17回札幌市長杯大倉山ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会 大倉山 ﾗｰｼﾞﾋﾙＨＳ134 91 全日本A級公認

※ 平成27年10月25日開催の「第9回伊藤杯ｻﾏｰﾌｧｲﾅﾙ大倉山ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会」は、悪天候・強風のため11月1日「第94回全日本ｽｷｰ選手権大会

ﾗｰｼﾞﾋﾙ兼第57回NHK杯ｼﾞｬﾝﾌﾟ大会」と兼ねて実施した。

※ 平成28年3月6日開催の「第87回宮様ｽｷｰ大会国際競技会」は、悪天候・強風のため、ｼﾞｬﾝﾌﾟ競技ﾗｰｼﾞﾋﾙ及びｱﾙﾍﾟﾝ男女ｽﾗﾛｰﾑ競技を中止、

ﾌﾘｰｽﾀｲﾙﾓｰｸﾞﾙ競技はｺｰｽを変更して実施した。

※ 平成28年3月25日開催の「第94回全日本ｽｷｰ選手権大会ｱﾙﾍﾟﾝ競技技術系 女子GS種目」は、濃霧・降雪のため3月26日に順延して実施した。

教育部

開催年月日 曜日 会場 種目 参加者数(人) 備考

第53回全日本ｽｷｰ技術選手権大会札幌地区予選会
兼　第35回札幌ｽｷｰ連盟ﾃﾞﾓﾝｽﾄﾚｰﾀｰ選考会

第56回札幌市民体育大会冬季大会ｽｷｰ競技会
兼　第29回札幌ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ技術選手権大会

1.24 日 北海道ｼﾞｭﾆｱｽｷｰ技術選手権ﾌﾞﾛｯｸ大会 藻岩山 126

2.21 日 ﾏｽﾀｰｽﾞ技術選手権大会 藻岩山 49

2.競技会への協力

開催年月日 曜日 会場 種目 参加者数(人) 備考

荒井山

白旗山 主催

荒井山 ｼﾞｬﾝﾌﾟ 6 札幌市中学校

白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 3 体育連盟

1.6 水 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ ｱﾙﾍﾟﾝ 59

荒井山 ｼﾞｬﾝﾌﾟ 18

荒井山 主催

1.12～ 火～ 白旗山 北海道中学校

1.14 木 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 体育連盟

個人 108

ﾘﾚｰ 12ﾁｰﾑ

主催

1.17 日 第36回障害者歩くｽｷｰの集い 滝野すずらん 歩くｽｷｰ 197 朝日新聞北海道支社

丘陵公園 1.3.7㎞ 朝日新聞厚生文化事
業団

2.7 日 荒井山 ｼﾞｬﾝﾌﾟ 5 主催

2.11 木・祝 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ ｱﾙﾍﾟﾝ 37 札幌市中学校

2.21 日 白旗山 ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 11 体育連盟

3.ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｳｪｱ整備
昨年に引き続き行った札幌ｽｷｰ連盟の公益目的事業に携わるﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの結束と意識を高めるためのｳｪｱは、
新たに8名が作成した。

第34回札幌市中学校体育連盟ｽｷｰ新人戦大会

28.1.11 月・祝

荒井山

荒井山

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

第6回雪印ﾒｸﾞﾐﾙｸ杯ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会

PGS

技術選

競技会名

45

50

第13回札幌市長杯荒井山ｼﾞｭﾆｱｻﾏｰｼﾞｬﾝﾌﾟ大会

4

第48回北海道中学校ｽｷｰ大会（ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ競技）

白旗山

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ

競技会名

技選部

125木・祝

8.3 水

競技会名

第20回北海道ｽｷｰ選手権大会:ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ競技/PGS

ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ 3

28.1.4 月
第68回札幌市中学校体育連盟ｽｷｰ選手権大会

2.11

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ 130

札幌国際第22回全日本ｽｷｰ選手権大会:ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ競技/PGS

技術員部

札幌国際

8.2 火

PGS

3



（2） 選手育成強化事業(定款第4条第1項)

1.ｼﾞｬﾝﾌﾟ強化合宿

期別 会場 備考

冬期 27.12.18～20 ｺｰﾁ 3人

（2泊3日） 選手 12人

2.ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ強化合宿

期別 会場 備考

冬期 27.12.16～18 ｺｰﾁ   3人

（2泊3日） 選手 15人

3.ｼﾞｬﾝﾌﾟ・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ強化合宿

期別 会場 備考

冬期 27.12.23～25 ｺｰﾁ 17人

（2泊3日） 選手 45人

夏期 28.7.16～17 ｺｰﾁ 12人

（1泊2日） 選手 44人

4.ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ強化合宿

期別 参加人員（延） 会場 備考

27.12.26～28 ｺｰﾁ 6人

（2泊3日） 選手 18人

28.1.13～15 ｺｰﾁ   3人

　　 (2泊3日) 選手   3人

27.10月～28.9月 ｺｰﾁ 32人

(20回) 選手 231人

28.1月～3月 ｺｰﾁ 61人

(29回) 選手 266人

5.アルペン強化合宿

期別 参加人員（延） 会場 備考

28.1.5 ｺｰﾁ   2人

(日帰り1回） 選手 24人

28.1.12～13 ｺｰﾁ  4人

　　 (日帰り2回） 選手 26人

28.2.26 ｺｰﾁ  2人

　　 (日帰り1回） 選手  24人

28.3.10～11 ｺｰﾁ  4人

　　 (日帰り2回） 選手  29人

28.1.27～29 ｺｰﾁ 3人

(日帰り3回) 選手 27人

28.2.25～26 ｺｰﾁ 2人

(日帰り2回) 選手 14人

28.3.7～3.9 ｺｰﾁ 6人

(2泊3日) 選手 12人

28.7.10　8.21　9.11 ﾄﾚｰﾅｰ 1人

陸上ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ ｺｰﾁ 9人 真駒内公園 中学生

(3回) 選手 31人

夏期

参加人員（延）

参加人員（延）

日程 参加人員（延）

日程

日程

日程

日程

朝里川温泉

朝里川温泉

朝里川温泉

士別市朝日町 小・中学生

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

高校生

小・中・高校生

名寄市

ｶﾑｲｽｷｰﾘﾝｸｽ

白旗山

ｶﾑｲｽｷｰﾘﾝｸｽ

高校生

小・中・高校生

ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

練習会(全期)

練習会(ﾅｲﾀｰ)

高校生

冬期

名寄市

名寄市

小・中・高校生

士別市朝日町 小・中学生

白旗山

中学生

名寄市

冬期

高校生
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6.フリースタイル強化合宿

期別 参加人員（延） 会場 備考

ｺｰﾁ 6人 北海道科学大学

フィジカルトレーニング （2回） 選手 31人 札幌ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞﾓｰﾙSAM

27.11.3 ﾄﾚｰﾅｰ 5人

体力測定 ｺｰﾁ   4人

　　　(１回) 選手 14人

27.12.12～13 ｺｰﾁ 4人

(1泊2日) 選手 18人

28.1/5、3/20、4/29～5/1 ｺｰﾁ 11人 ばんけい

体験練習会 参加者 47人 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ

(3回) ニセコ

28.4.29～5.1 ｺｰﾁ 6人

(2泊3日) 選手 33人

28.6.22 ﾄﾚｰﾅｰ 5人

体力測定 ｺｰﾁ   4人

　　　(１回) 選手 11人

28.6.26 ﾄﾚｰﾅｰ 1人

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ練習会 ｺｰﾁ 2人

　　　(１回) 選手 11人

28.6/23.30、7/14.28、8/18.25、9/15.22 ｺｰﾁ 24人 北海道科学大学

フィジカルトレーニング （日帰8回) 選手 79人 札幌ｱﾝﾁｴｲｼﾞﾝｸﾞﾓｰﾙSAM

7.ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ強化合宿

期別 会場 備考

28.1/13.20.21.26 ｺｰﾁ 4人 ばんけい

AP練習会      (4回) 選手 29人 ｵｰﾝｽﾞ

28.2/3.9.17.24 ｺｰﾁ 4人 ばんけい

AP練習会      (4回) 選手 22人 ｵｰﾝｽﾞ

28.3/2.16 ｺｰﾁ 2人 ｵｰﾝｽﾞ

AP練習会            (2回) 選手 8人 札幌国際

28.3/23～26 ｺｰﾁ 15人

HPﾅｲﾀｰ練習会      (4回) 選手 69人

28.7/2.3、7/16.17 ｺｰﾁ 17人

HPﾅｲﾀｰ練習会 　　　(4回) 選手 66人

8.教育部

開催年月日 曜日 行事名 会場 備考

講師 4

選手 18

講師  6

選手  54

1 選手特別強化練習会

全日本・北海道技術選の上位を目指す選手の技術・理解・師範能力等の向上を図るため、

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場において、延18 人を対象に強化練習会を行った。

2 北海道スキー技術選手権大会派遣助成

札幌地区予選を勝ち抜いた選手が、北海道大会において培ったｽｷｰ技術を発揮し、優秀な成績を

収め、全日本技術選出場を果たせるよう講師6名を派遣した。

3 スノーボード選手特別強化練習会

全日本ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ技術選北海道予選会での上位入賞を目指す選手の技術向上のための強化練習会は、

ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ大会支援のため中止した。

冬期

日程

日 選手特別強化練習会

北海道スキー技術選手権大会派遣助成木～日1.28～31

参加人員（延）

 28. 1.17

参加者数(人)

冬期

春期～秋期

夏期

強化部

一般・高校生

ばんけい

一般・大学・高校生

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

北海道科学大学

キロロリゾート

小・中・大学・一般

中・高校生・一般

一般・高校生

ﾉﾍﾞﾙﾏｳﾝﾃﾝﾊﾟｰｸ 小・中・大学・一般

日程

27.10/22、10/29

中・高校生クラス

小・中・高校生冬期～春期

春期

中・高校生・一般

中・高校生・一般

中・高校生・一般

中・高校生・一般

中・高校生・一般

ニセコ

北海道科学大学
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（3） 指導者養成事業(定款第4条第3項)

開催年月日 曜日 会場 備考

指 24

準　 36

認　 4

指 6

準　 29

指　　 　 28

11.4 水 中島体育センター 準　　　 40

認　　 4

指　　　　 21

11.6 金 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(理論) 中島体育センター 準　　　 　30

認　　　　 5

指　　　 　 7

指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(理論) 準　　　 18

認　 　 　　6

指　　 20

11.13 金 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(理論) 中島体育センター 準　　　 　32

認　　　　  　4

指　　　　 　7

11.18 水 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(理論) 中島体育センター 準　　　 　　16

認　　　　  1

指　　　 1

準 46

認　　    　　4

指　　　 　　19

12.9 水 指導員・準指導員・認定指導員実技説明会 中島体育センター 準　　　 　　38

認　　　　  5

指　　　 　24

28.1.3 日 藻岩山 準　　　 　51

認　　　　  　5

指　　 　　　11

1.7 木 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(実技) 藻岩山 準　　 　　　23

認　　　　  5

藻岩山 指 12

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ 準 37

指　　 　　　12

1.15 金 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(実技) 藻岩山 準　　 　　　26

認　　　　  　2

指　　 　　　21

1.17 日 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(実技) 藻岩山 準　　 　　　40

認　　　　  　5

指　　 　　　9

準　　 　　　20

指　　 14

1.24 日 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(実技) 藻岩山 準　 40

認 6

指 21

1.31 日 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会　(実技) 藻岩山 準 41

認 4

準指導員養成講習会　(実技)

準指導員模擬検定会

10.23 金

月・祝

  27. 10.14

1.21 木 指導員・準指導員養成講習会　(実技)

指導員・準指導員・認定指導員受検説明会

水

11.23

藻岩山

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ2.7 日

行事名

中島体育センター

指導員・準指導員養成講習会　(実技)

指導員・準指導員・認定指導員理論開講式・養成講習会

指導員・準指導員・認定指導員養成講習会（救急法)　 中島体育センター

指導員・準指導員・認定指導員実技開講式・養成講習会

準 45

受講者数(人)

中島体育センター

指導者養成部

　　　　1.10 日

11.10 火
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開催年月日 曜日 会場 備考

指　 15

藻岩山 準 35

認　　　　  4

準 18

認 29

 27. 12.19 土

12.26 土 15

 28.  1.9～10 土～日 技術員研修会 (理論・実技) 定山渓・札幌国際 15

1.11 月・祝 認定指導員強化研修会 藻岩山 4

3. 5 土 ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｲｽﾞ事前講習 ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ 34 強化部

3.21 月・祝 第43回指導員スラローム大会 藻岩山 57 普及振興部

27.12.23～ 木・祝～ 中央区民センター

28.3.5 土 Fu'sｽﾉｰエリア

28.2.9 火 25

28.3.17 木 21

27.11.27～ 金～

11.29 　 　日

28.7.30～ 土～

7.31 　 　日

1 準指導員受検者養成講習会(理論・実技)

平成27年10月から平成28年2月までの期間に、理論は中島体育ｾﾝﾀｰ、実技は藻岩山・ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄの各ｽｷｰ場を

会場として、準指導員受検者  53人を対象に、受検者のための養成講習会を開催した。

2 指導員受検者養成講習会(理論・実技)

平成27年10月から平成28年2月までの期間に、理論は中島体育ｾﾝﾀｰ、実技は藻岩山・ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄの各ｽｷｰ場を

会場として、　指導者受検者　30人を対象に、受検者のための養成講習会を開催した。

3 認定指導員受検者養成講習会(理論・実技)

平成27年10月から平成28年2月までの期間に、理論は中島体育ｾﾝﾀｰ、実技は藻岩山ｽｷｰ場を会場として、

認定指導員受検者　6人を対象に、受検者のための養成講習会を開催した。

4 準指導員模擬検定会

平成28年2月にﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄｽｷｰ場において、準指導員受検者のうち希望する　45人を対象に模擬検定会を行った。

5 準指導員・認定指導員合格者研修会

平成28年4月に準指導員合格者及び認定指導員合格者を対象に研修会を行った。

6 指導員養成講師研修会

平成27年12月に藻岩山ｽｷｰ場において、指導員・準指導員養成講習会に携わる指導者に対する研修会を行った。

7 技術員研修会

平成28年1月に、札幌国際ｽｷｰ場において、技術員　15人を対象に強化研修会を行った。

8 認定指導員強化研修会

平成28年1月に藻岩山ｽｷｰ場において、認定指導員　4人を対象に技術力・指導法の強化のための研修会

を行った。

9 ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｲｽﾞﾃｽﾄ事前講習会

平成28年3月にｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈにおいて、ｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｲｽﾞﾃｽﾄ受検予定者　34名を対象に事前講習会を行った。

10 第43回指導員ｽﾗﾛｰﾑ大会

平成28年3月に藻岩山ｽｷｰ場において、指導者の技術向上を目的に、ｽｷｰ指導員　57人が参加し、

指導員ｽﾗﾛｰﾑ大会を開催した。

指導者養成部

4.13 水 準指導員・認定指導員合格者研修会 中島体育ｾﾝﾀｰ

28.2.14 指導員・準指導員・認定指導員養成講習会(実技)・閉講式

中止

札幌国際

パトロール受検者養成講習会

技術員研修会(準指導員養成講師研修会) 藻岩山

冬季         8668

技術員部

安全対策部

ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ技術向上研修会 ばんけい ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ部

29延

ﾙｽﾂﾘｿﾞｰﾄ

行事名 受講者数(人)

夏季 51

総務部技術員研修会助成

日
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11 SAJ公認パトロール養成講習会

平成27年12月から平成28年3月までの期間に、室内実技は中央区民センター、雪上実技はFu'sｽﾉｰエリアを

会場として、公認ﾊﾟﾄﾛｰﾙ受検者　3人を対象に養成講習会を開催した。

12 ｽﾉｰﾎﾞｰﾄﾞ技術向上研修会

平成28年2月から3月までの期間にばんけいｽｷｰ場において、延 46人の参加者を対象に、ﾎﾟｰﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞによる

技術向上のための研修会を行った。

13 技術員研修会助成

ｽｷｰの普及振興の実践活動をする各指導員の指導に携わる技術員の技術・師範能力等の向上を図るため、

冬季研修会参加者 68名、夏季研修会参加者　51名に対し助成を行った。

（4） 検定会事業 (定款第4条第2項)

開催年月日 曜日 会　場 備考

級別 ｼﾞｭﾆｱ

40 51

1.31 日 70 57

2.14 日 検定会級別テスト・ジュニアテスト 藻岩山 49 30

2.21 日 65 59

2.28 日 14 4

3.6 日 85 41

3.27 日 57 25

2.28 日 テクニカルプライズテスト 藻岩山 22

2.28 日 ジュニアテクニカルプライズテスト 藻岩山 5

3.6 日 クラウンプライズテスト ｻｯﾎﾟﾛﾃｲﾈ 34 強化部

1 バッジテスト
平成28年1月から3月までの期間に、藻岩山スキー場において検定資格受検者 級別　380人 、ｼﾞｭﾆｱ   267人を
対象にバッジテストを開催した。

2 テクニカルプライズテスト
平成28年2月に藻岩山スキー場において、級別1級以上保有者　22人を対象にﾃｸﾆｶﾙﾌﾟﾗｲｽﾞﾃｽﾄを実施した。

3 ジュニアテクニカルプライズ
平成28年2月に、藻岩山スキー場において級別1級取得の小・中学生　5人を対象にｼﾞｭﾆｱﾃｸﾆｶﾙﾌﾟﾗｲｽﾞﾃｽﾄ
を実施した。

4 クラウンプライズテスト
平成28年3月にサッポロテイネにおいて、テクニカルプライズ保有者　34人を対象にクラウンプライズテストを実施した。

（5） スキー学習支援事業 (定款第4条第3項)

開催年月日 曜日 会　場 備考

28.1.18～ 　月～

3.4 　　　金

1 平成28年1月から3月までの期間に、札幌市及び関係ｽｷｰ場と連携し行ったｽｷｰ学習支援事業は、市立中学校7校
に対し、延　66人の指導者を派遣した。本事業の札幌市全体数では、市立中学校79校と高等学校1校に対し、
延　670人の講師が指導を行った。

（6） 調査研究事業(定款第4条第4項)

教育部年史編纂調査
教育部の各種事業をとおして、スキーの普及振興に努めてきた実績を、将来の一層の発展に資するべく、年史の
調査・編集を行った。

ｽｷｰ学校部

受検者数(人)

28.1.17 日

事　業　名

札幌市立中学校・高等学校スキー学習支援 藻岩山ほか

事　業　名

普及振興部

講師数(延)

670
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（7） 加盟団体連携強化事業(定款第4条第6項)

1 加盟団体代表者会議
平成27年10月15日に北海道建設会館において、加盟団体代表者38名の方に参集いただき、28年度事業計画の
概要説明を行った。また、会の冒頭に2017年冬季ｱｼﾞｱ札幌大会の組織委員会事務局より、平成29年(2017)に
開催する大会の現在の活動状況について、説明をいただいた。

2 事務担当者会議
平成28年9月13日に北海道建設会館において、会員登録・資格登録等に関する事務取扱及び各事業の
概要説明を行った。

3 連盟総会
加盟団体との連絡融和を図るため、平成27年12月8日にﾎﾃﾙﾎﾟｰﾙｽﾀｰ札幌において連盟総会を開催した。

2 収益事業等(その他の事業/相互扶助等事業)

他1.スキー学校事業

開催年月日 曜日 会場 備考

27.12.6～ 日～

　28.3.31 木

28.1.5～ 火～

3.12 土

27.12.26～ 土～

28.1.17 日

28.3.26～ 土～

3.28 月

27.12.23～ 水・祝～

28.1.19 火

27.12.26～ 土～

28.3.12 土
28.4.9～ 土～ 講師 5

4.10 日 教師 26
受講生 21

1 通常授業

平成27年12月から平成28年3月まで、藻岩山スキー場において、一般市民・修学旅行生　延　2,360人の受講者を
対象にｽｷｰ講習を行った。(延　116日間)

2 ナイター授業
平成28年1月から3月までの期間に、藻岩山スキー場において、一般市民 延 260人の受講者を対象に
ﾅｲﾀｰｽｷｰ講習会を開催した。(延　31日間)

3 ｼﾞｭﾆｱ講習会
平成27年12月から平成28年3月までの期間に、藻岩山スキー場においてｼﾞｭﾆｱ 延  6,468人を対象に講習会を
開催し、合わせて級別・ｼﾞｭﾆｱﾃｽﾄを実施した。(8回)

4 冬休みｽｰﾊﾟｰｼﾞｭﾆｱ講習会・ｽｰﾊﾟｰｼﾞｭﾆｱｼｰｽﾞﾝ講習会
平成27年12月から平成28年3月までの期間に級別・ｼﾞｭﾆｱﾃｽﾄ2級以上の小・中・高校生　延　1,106人を対象に
ｽｷｰ講習会を行った。

5 ｽｷｰ学校ｼｰｽﾞﾝ会員講習会
平成28年4月に札幌国際ｽｷｰ場において、ｽｷｰ学校ｼｰｽﾞﾝ会員を対象にそのｼｰｽﾞﾝに習得した技術をより高めるための
講習会及びｽｷｰ教師の指導力向上のための研修会を行った。

他2. 全日本スキー連盟会員登録事務補助等事業

(1) 全日本スキー連盟会員登録事務補助事業

一般スキーヤー及び競技者・有資格者を対象に全日本スキー連盟会員登録等の事務手続きを行った。

(2) 功労者等表彰事業

平成27年12月8日にﾎﾃﾙﾎﾟｰﾙｽﾀｰ札幌において、本連盟の事業に特に功績があり、ｽｷｰの健全な普及振興に貢献が

あった方に対し、栄誉章7名・功績章12名、及び優秀な成績を収めた選手に対し、大野杯1名・大野杯奨励賞1名の

表彰を行った。
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