
公益社団法人 日本プロスキー教師協会 

SIA フェスティバル 2022in 安比高原 参加者 各位 

 

■「SIA フェスティバル 2022in 安比高原における感染症対策」 

「新型コロナウイルス感染の疑いがある場合の対応チャート」 

4 ページ目から記載しています。事前によくお読みください。 

■【行事開催前／提出用】体調管理チェックシート 

※お申込の際にご覧頂いた各行事申込要項に添付した物と同内容です。 

行事受付、ゼッケン配布時に提出してください。 

・提出しないと行事に参加できません。 

・ご持参を忘れた方は現地でご記入いただきます。 

■【行事開催期間中／提出用】体調管理チェックシート 

※お申込の際にご覧頂いた各行事申込要項に添付した物と同内容です。 

行事開催中も記録してください。 

・行事終了後、ANA クラウンプラザリゾート安比高原 2Ｆ「ラパンドール」の 

SIA フェスティバル本部へ提出してください。 

■ANA クラウンプラザリゾート安比高原 宿泊の方 

・新型コロナウイルス抗原検査にご協力をお願い致します。 

 ※チェックイン日に検査キットをお渡し致しますので、SIA フェスティバル本部

までお越しください。 

  検査結果を SIA フェスティバル本部までご提出お願い致します。 

 

 

 



■技術コンテスト・デモンストレーター選考会 

＜競技説明・テクニカルミーティングについて＞ 

 WEB ミーティング BlueJeas を使用します。 

 ＊4/2 17:00～18:00 アルペンスキー・ジュニア・マスターズ  

 https://bluejeans.com/785340456/4515 

 ＊4/3 17:00～18:00 スノーボード  

 https://bluejeans.com/728367823/4064 

 ＊4/3 17:00～18:00 テレマークスキー  

 https://bluejeans.com/891572940/6231 

 ※本 PDF 最後に記載されている「Bluejeans 参加方法」をご覧ください。 

  事前に接続を試していただくことをお勧めします。 

  ご不明な点等、SIA 事務局にお問い合わせください。 

＜ゼッケン配付＞ 

 ＊アルペンスキー・ジュニア・マスターズ 

 4 月 2 日（土）15:00～19:00 または 4 月 3 日（日） 8:00～ 8:30 

＊スノーボード 

 4 月 3 日（日）15:00～19:00 または 4 月 4 日（月） 8:00～ 8:30 

＊テレマークスキー 

4 月 3 日（日）15:00～19:00 または 4 月 4 日（月） 8:00～ 8:30 

場所：ANA クラウンプラザリゾート安比高原 2Ｆ「ラパンドール」 

   ※「体調管理チェックシート」を提出してください。 

＜成績発表・表彰について＞ 

・リザルトを SIA 公式サイトに掲載します。 

・表彰対象選手は SIA フェスティバル本部にて表彰状を受け取ってください。 

＜デモンストレーター認定者について＞ 

・リザルトを SIA 公式サイトに掲載します。 

・デモ認定者は下記に集合してください。 

4/5 17:00 ANA クラウンプラザリゾート安比高原「竜ヶ森」 

上着はスキージャケット、パンツはジャージ以外のパンツを着用してください。 

（Ｔシャツ・短パン・帽子・サングラス・サンダル履き等は不可） 

 ・デモ認定者は、4 月 5 日の認定発表後～7 日（解散 15 時予定）まで、デモ合宿に 

参加していただきます。ご予定ください。経費は協会の負担となります。 

＜総裁 彬子女王殿下 御臨席について＞ 

・総裁 彬子女王殿下に 4/4､4/5 の両日とも御覧いただく予定です。 

・上記の成績発表にも御臨席のご予定です。 



【お問い合わせ】 

■3 月 29 日(火)まで 

ＳＩＡ事務局 

〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-2-9 コバキンビル 3F 

TEL 03-5542-5907 FAX 03-5542-5908 

E-mail info@sia-japan.or.jp 

 

■4 月 1 日（金）～9 日（土） 

ANA クラウンプラザリゾート安比高原内 「ラパンドール」 

 ＳＩＡフェスティバル本部 

・受付時間 8:00～18:00 

・E-mail info@sia-japan.or.jp は通常通り受付いたします。 

お電話いただく際は、080-6550-4770（協会携帯）にご連絡ください。 



SIA ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ 2022in 安比高原における感染症対策 

 

下記内容及び SIA の「公認スキー学校における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラ

イン」に準じ、各自感染症対策を講じるようお願いします。 

 

1)全般／会場入りまで 

・毎日の健康（起床直後の検温等）と行動の記録をつけてください。 

「体調管理チェックシート」（お申込の際にご覧頂いた各行事申込要項に添付）を 

行事開催 2週間前から記録してください。（行事受付時に提出） 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいないか常に確認してください。 

・会場入り前に体調不良(例：発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常等)となった場

合、かかりつけ医で受診し、必要に応じて PCR 検査等を受けてください。 

・感染者への対応 

行事開催日の 2週間前の時点もしくはそれ以降に、PCR 検査もしくは抗原検査で陽性反応 

があった場合は参加を辞退してください。 

・感染疑い者（上述の体調不良の症状があり、PCR 検査または抗原検査で「陰性」であった 

者、医療機関を未受診の者）への対応 

行事開催日の 2 週間前の時点もしくはそれ以降に下記の症状が発症していた場合、参加

を辞退してください。（インフルエンザ等の新型コロナウイルス以外の感染症のリスクも

ある為） 

① 発熱(37.5℃以上)を認める。 

② 頭痛、せき、のどの痛みなど風邪の症状がある。 

③ 痰（たん）がでたり、からんだりする 

④ 鼻水（はなみず）、鼻づまりがある ※アレルギーを除く 

⑤ だるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある。 

⑥ 嗅覚や味覚の異常がある。 

⑦ 体が重く感じる、疲れやすい等の症状 

※次の A．および B．の両方の条件を満たしている場合、参加していただいて構いません。 

A． 感染疑い症状の発症後に少なくても 8日が経過している 

（8 日が経過している：発症日を 0日として 8日間のこと）。 

B． 薬剤の服用がある状態で、解熱後及び症状消失後に少なくても 3日が経過している

（3 日が経過している：解熱日・症状消失日を 0日として 3日間のこと）。 

・会場に向けて出発する前に検温を行ってください。 

2)会場入りから行事期間中 

①移動 



・出発前に検温。「体調管理チェックシート」に記入してください。 

・公共交通機関を利用する場合は、感染予防の観点から、移動中のマスクの着用、手指衛生 

の徹底、必要以上の会話や飲食は避けて搭乗、乗車し、一般客との接触を避けてください。 

②宿舎 

・部屋の換気を良くし、推奨されている室内湿度である 50～60%に保つよう心掛けてくださ

い。 

・食事の時は、参加者が集まらず、時間差をつけて、距離（できるだけ 2m、最低 1m）を空 

けられるようにし、必要以上の会話は控えてください。また、宿舎の指示等に従い、感染

リスクを低減するよう努めてください。 

・宿舎共用部では、混雑が起こらないよう譲り合って使用するとともに、人数制限など宿舎 

からの指示等に従ってください。 

・体調不良（例：発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常など）の場合は、即座に個

室に隔離し、医療機関を受診してください。 

・風呂の利用時は、3密を防ぎ、個々の利用時間を短くし、速やかに退室する様に心がけて 

ください。 

③行事会場 

・会場では、消毒液の使用やこまめな手洗い等による手指衛生の徹底を図ってください。 

・会場内での移動や待機時は、マスクを着用し、会場入場時に、体温測定を行ってください。 

・ロッカー（更衣）室や選手参集・待機所、等では、SIA フェスティバル本部役員の指示等

に従い、「3密」を回避する行動をとり、また、不要な会話・接触は控えてください。 

④行事期間中 

・唾・痰を吐く、うがい等は禁止。手を舐める行為を控えてください。 

・手指衛生に努めた上、共用物の使用は可能な限り控え、共用物は可能な限り消毒を行って 

ください。 

・ロッカー（更衣）室等に引き上げる場合は、動線が混雑しないよう努めてください。 

・大声での会話は避け、常に 1～2ｍの対人距離をとって行動してください。 

・会場内で体調不良となった場合は、SIA フェスティバル本部役員に申告し、指示を待って

ください。 

・集合しての打ち上げやミーティングは控えてください。 

3)行事期間終了後 

・出発前に体調不良（例：発熱、咳、喉の痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常等）がないか確認 

し、移動の際の留意事項については、「会場入りから行事期間中」同様の対応を行って 

ください。 

・帰宅時に検温を行ってください。 

・健康（起床直後の検温等）と行動の記録を怠らず、万が一体調不良（例：発熱、咳、喉の 

痛み、倦怠感、味覚嗅覚の異常など）となった場合や、新型コロナウイルス感染者となっ 



た場合は、医療機関、保健所等の指示に従うとともに、SIA 事務局に速やかに報告してく

ださい。 



新型コロナウイルス感染の疑いがある場合の対応チャート

37.0℃以上の発熱・咳・咽頭痛・倦 怠感など申し出あり

↓

SIAフェスティバル本部へ報告、受診・相談センターへ連絡

原則として本人あるいは、本人の状況を説明できる者が電話

↓

受診する医療機関の調整中は、感染拡大防止のため、個室での待機・ マスク着用等の

基本的な感染防止対策実施の徹底

↓

紹介された医療機関へ連絡し、受診方法等について確認

↓

医療機関へ移動

↓

医療機関を受診 必要に応じてPCR検査実施 随時情報共有 →→→→→ 組織委員会開催準備

↓ ↓ ↓

検査結果 陽性 検査結果 陰性 ↓

↓ ↓ ↓

 保健所の指示のもと、入院     保健所の指示により、隔離措置や健康観察の実施などの対応  検査対象者が陽性だった場合、

臨時の組織委員会開催

本人(参加者) SIA

←←←←←←←←←



No. チェックリスト ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

1 のどの痛みがある

2 咳（せき）が出る

3 痰（たん）がでたり、からんだりする

4 鼻水（はなみず）、鼻づまりがある　※アレルギーを除く

5 頭が痛い

6 体のだるさなどがある

7 発熱の症状がある

8 息苦しさがある

9 味覚異常(味がしない)

10 嗅覚異常(匂いがしない)

11 体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

12 薬剤の服用(解熱剤を含む上記症状を緩和させる薬剤)

連絡先（電話番号）　　　　　　　   　                              　

公益社団法人　日本プロスキー教師協会

【行事開催前／提出用】体調管理チェックシート

本チェックシートは各種行事において新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。本チェックシートに記入いただいた個人情報につい
ては、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同
意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、行事会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。
□個人情報の取得・利用・提供に同意する

※行事開催2週間前から記入し、開催当日、主催者の指示に従い指定の場所に提出すること
※該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を記入すること（体温0.1℃単位の数字を記入）

氏名　　　　　　　                                           　　　　　　所属　　                                 　　　　　　　　　　　　　



No. チェックリスト ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

1 のどの痛みがある

2 咳（せき）が出る

3 痰（たん）がでたり、からんだりする

4 鼻水（はなみず）、鼻づまりがある　※アレルギーを除く

5 頭が痛い

6 体のだるさなどがある

7 発熱の症状がある

8 息苦しさがある

9 味覚異常(味がしない)

10 嗅覚異常(匂いがしない)

11 体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

12 薬剤の服用(解熱剤を含む上記症状を緩和させる薬剤)

連絡先（電話番号）　　　　　　　   　                              　

公益社団法人　日本プロスキー教師協会

【行事開催中／提出用】体調管理チェックシート

本チェックシートは各種行事において新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、参加者の健康状態を確認することを目的としています。本チェックシートに記入いただいた個人情報につい
ては、厳正なる管理のもとに保管し、健康状態の把握、来場可否の判断および必要なご連絡のためにのみ利用します。また、個人情報保護法等の法令において認められる場合を除きご本人の同
意を得ずに第三者に提供いたしません。但し、行事会場にて感染症患者またはその疑いのある方が発見された場合に必要な範囲で保健所等に提供することがあります。
□個人情報の取得・利用・提供に同意する

※行事開催2週間前から記入し、開催当日、主催者の指示に従い指定の場所に提出すること
※該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を記入すること（体温0.1℃単位の数字を記入）

氏名　　　　　　　                                           　　　　　　所属　　                                 　　　　　　　　　　　　　



No. チェックリスト ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／ ／

1 のどの痛みがある

2 咳（せき）が出る

3 痰（たん）がでたり、からんだりする

4 鼻水（はなみず）、鼻づまりがある　※アレルギーを除く

5 頭が痛い

6 体のだるさなどがある

7 発熱の症状がある

8 息苦しさがある

9 味覚異常(味がしない)

10 嗅覚異常(匂いがしない)

11 体温 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

※保健所、診療所等に相談後、必ず大会主催者に報告してください。

公益社団法人　日本プロスキー教師協会

【行事開催後／個人管理用】体調管理チェックシート

※行事開催終了後２週間は健康チェックをすること。

※該当しない場合は✔を入れ、該当する場合は〇を記入すること（体温0.1℃単位の数字を記入）

※症状が４日以上続く場合は必ず最寄りの保健所、診療所等に報告してください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場合にはすぐに報告してください。



会　　　場　／岩手県・安比高原スキー場

17:00～18:00
APｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選

MSｺﾝﾃｽﾄ
JRｺﾝﾃｽﾄ

9:00～9:20
APｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選
MSｺﾝﾃｽﾄ
JRｺﾝﾃｽﾄ

インスペクション

APｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 ショートターン

MSｺﾝﾃｽﾄ ショートターン

JRｺﾝﾃｽﾄ ショートターン

APｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 ミドルターン

MSｺﾝﾃｽﾄ ミドルターン

JRｺﾝﾃｽﾄ ミドルターン

13:00～13:20
APｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選
MSｺﾝﾃｽﾄ
JRｺﾝﾃｽﾄ

インスペクション

APｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 コンビネーション

MSｺﾝﾃｽﾄ コンビネーション

JRｺﾝﾃｽﾄ コンビネーション

17:00
APｺﾝﾃｽﾄ
MSｺﾝﾃｽﾄ
JRｺﾝﾃｽﾄ

成績発表

※成績発表等について、
　下記の様に予定しています。
・リザルトをSIA公式ウェブサイト掲載。
・表彰対象選手はSIAフェスティバル本部にて受取。
・ゼッケンは最終種目時に回収。

ANAクラウンプラザリゾート安比高原　内
SIAフェスティバル本部

17:00～18:00
SBｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選
TMｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選

9:00～9:20
APﾃﾞﾓ選
SBｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選
TMｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選

インスペクション

APﾃﾞﾓ選 ロングターン

SBｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 カービングターン

TMｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 スーパーロングテレマークターン

APﾃﾞﾓ選 総合滑降

SBｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 総合滑降(リズム変化コンビネーション）

TMｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 スーパーショートテレマークターン

12:25～12:45 インスペクション

APﾃﾞﾓ選 ロングターン・伸身〜屈伸

SBｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 フリースノーボーディング

TMｺﾝﾃｽﾄ兼ﾃﾞﾓ選 フリー滑走

APﾃﾞﾓ選 プルークボーゲンからロングターンへの展開

17:00
SBｺﾝﾃｽﾄ
TMｺﾝﾃｽﾄ

成績発表

※成績発表等について、
　下記の様に予定しています。
・リザルトをSIA公式ウェブサイト掲載。
・表彰対象選手はSIAフェスティバル本部にて受取。
・ゼッケンは最終種目時に回収。

ANAクラウンプラザリゾート安比高原　内
SIAフェスティバル本部

18:00 面談（デモンストレーター選考会上位選手） ANAクラウンプラザリゾート安比高原 「竜ヶ森」

会員親善GSL

※ゼッケン配布　ANAクラウンプラザリゾート安比
高原にて
　4月4日（月）15:00～19:00　または　4月5日（火）
7:00～ 7:30

8:00～8:30 APﾃﾞﾓ選 インスペクション

会員親善GSL ＧＳＬ（１走１採用）

APﾃﾞﾓ選 ＧＳＬ（２走１採用）

9:30～9:50 TMﾃﾞﾓ選 インスペクション

SBﾃﾞﾓ選 スライディングターンとカービングターン（滑り分け）

TMﾃﾞﾓ選 プルークテレマークターンとシュテムテレマークターン（滑り分け）

TMﾃﾞﾓ選 ベーシックロングテレマークターンとロングテレマークターン(滑り分け）

10:50～11:10 SBﾃﾞﾓ選 インスペクション

11:30～12:30 SBﾃﾞﾓ選 エアー

12:30～12:50
APﾃﾞﾓ選
SBﾃﾞﾓ選
TMﾃﾞﾓ選

インスペクション

APﾃﾞﾓ選 ショートターン（不整地）

SBﾃﾞﾓ選 ショートターン（不整地）

TMﾃﾞﾓ選 応用　不整地ショートテレマークターン

13:30 会員親善GSL

成績発表

※成績発表等について、
　下記の様に予定しています。
・リザルトをSIA公式ウェブサイト掲載。
・表彰対象選手はSIAフェスティバル本部にて受取。
・ゼッケンはゴールエリアで回収。

ANAクラウンプラザリゾート安比高原 「竜ヶ森」

16:00～16:30
APﾃﾞﾓ選
SBﾃﾞﾓ選
TMﾃﾞﾓ選

理事会（審議事項：デモンストレーター認定について）ANAクラウンプラザリゾート安比高原 「竜ヶ森」

17:00
APﾃﾞﾓ選
SBﾃﾞﾓ選
TMﾃﾞﾓ選

成績発表　（認定確認書）

※成績発表等について、
　下記の様に予定しています。
・リザルトをSIA公式ウェブサイト掲載。
・デモ認定者のみ会場に集合。
・ゼッケンは最終種目時に回収。

ANAクラウンプラザリゾート安比高原 「竜ヶ
森」

※大会名
APｺﾝﾃｽﾄ　＝ アルペンスキー技術コンテスト
MSｺﾝﾃｽﾄ　＝ マスターズスキー技術コンテスト
JRｺﾝﾃｽﾄ　＝ ジュニアスキー技術コンテスト
SBｺﾝﾃｽﾄ　＝ スノーボード技術コンテスト
TMｺﾝﾃｽﾄ　＝ テレマークスキー技術コンテスト
APﾃﾞﾓ選　＝ アルペンスキーデモンストレーター選考会
SBﾃﾞﾓ選　＝ スノーボードデモンストレーター選考会
TMﾃﾞﾓ選　＝ スノーボードデモンストレーター選考会

会員親善GSL＝会員親善GSL

4月5日(火)

技術コンテスト兼デモンストレーター選考会・ジュニア・マスターズスキー技術コンテスト

競技説明・テクニカルミーティング　　WEBミーティング（BlueJeans使用）
　※本人または代理人が出席することを推奨します。欠席しても失格とはなりません。
　※出席しない選手の異議は認めません。
　※欠席の場合は、事前にSIA事務局にメールかFAXでお知らせください。

　※ゼッケン配布　ANAクラウンプラザリゾート安比高原にて
　　4月3日（日）15:00～19:00　または　4月4日（月） 8:00～ 8:30

4月4日(月)

※前日の競技説明・テクニカルミーティング欠席等でゼッケンを受け取っていない方は、大会当日8:30までにSIAフェスティバル本部（ANAクラウンプラザリゾート安比高原内）で受け取ってください。

急斜面・整地（ハヤブサ上部）
9:40～10:45

4月2日(土)

競技説明・テクニカルミーティング　　WEBミーティング（BlueJeans使用）
　※本人または代理人が出席することを推奨します。欠席しても失格とはなりません。
　※出席しない選手の異議は認めません。
　※欠席の場合は、事前にSIA事務局にメールかFAXでお知らせください。
　※ゼッケン配布　ANAクラウンプラザリゾート安比高原にて
　　4月2日（土）15:00～19:00　または　4月3日（日） 8:00～ 8:30

4月3日(日)

※前日の競技説明・テクニカルミーティング欠席等でゼッケンを受け取っていない方は、大会当日8:30までにSIAフェスティバル本部（ANAクラウンプラザリゾート安比高原内）で受け取ってください。

急斜面・整地（オオタカ上部）
9:40～11:10

11:10～12:40

急斜面・整地（オオタカ上部）

13:40～15:10

10:45～12:05

中斜面・整地（オオタカ中部デモバーン～カケ
ス）13:05～15:40

※会員親善GSLのゼッケンは大会当日7:30までにSIAフェスティバル本部（ANAクラウンプラザリゾート安比高原内）で受け取ってください。

急斜面・整地（カッコウ）
9:00～10:45

中斜面・整地（オオタカ中部デモバーン～カケス）
10:10～10:30

パーク

急斜面・不整地（オオタカ上部）

13:10～14:40

※種目及び斜面は予定であり、積雪量・コース整備・天候等の状況により種目の変更する場合があります。最終種目は選手会で決定します。



ステージⅣ検定会
【会　場】 岩手県・安比高原スキー場

【日程】 令和4年4月6日（水）～4月9日（土）

4月6日(水) 4月7日(木) 4月8日(金) 4月9日(土)

※当日の天候・その他の事情により、時間・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

基礎理論科目は事前WEB講習です。事前に学習して試験に臨んでください。
「技術論」
アルペン・テレマークスキー https://youtu.be/TXOrcZ45P9M
スノーボード https://youtu.be/Qk_UF5QoGqs

8:30
新規・再受検（受検者教育参加）　受付 再受検（受検者教育不参加）　受付

9:00

山岳講習雪上【2.5時間】
滑走を伴いませんのでブーツの着用は不問とします

実技講習　【2.5時間】

実技講習　【2.5時間】
AP:ゲート（GS）練習含む
SB:ポール（体験）含む

TM：ポールライド（体験）含む

9:30

10:00 実技検定
※APは「ゲート（GS）」予定

10:30

11:00

11:30

昼食
昼食 昼食 昼食12:00

12:30

実技講習　【2.5時間】 実技講習　【2.5時間】

13:00

実技講習　【2時間】

13:30
実技検定

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00
講義「指導実習」　【1時間】

セミゴールド・ゴールド検定含む
ステージⅠ検定

講義「指導実習」　【1時間】
セミゴールド・ゴールド検定含む

ステージⅠ検定 検定
「指導実習」

閉会式・成績発表16:30

17:00

17:30

18:00

夕食 夕食 夕食
18:30

19:00

19:30

・下記の㋑㋺いずれかに該当する方は今回の検定会で  受検してください。
　㋑基礎理論検定会を2020年12月以前（※）に合格した方 ※当該科目が実施されていなかった検定会
　㋺当該科目を再受検中の方
・㋑㋺以外の方は、今後行われる基礎理論検定会で受検してください。

20:00 基礎理論検定
「技術論」【45分】

20:30

21:00

21:30



アルペンスキーイグザミナー認定会
【会　場】 岩手県・安比高原スキー場

【日程】 令和4年4月6日（水）～4月9日（土）

4月6日(水) 4月7日(木) 4月8日(金) 4月9日(土)

指導検定

※当日の天候・その他の事情により、時間・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

8:30
受付 （継続）

9:00

実技講習　【2.5時間】
ステージⅠ・Ⅱ実技・指導

実技講習　【2.5時間】
新規・継続

ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ検定の流れ

実技検定
プルークボーゲン

シュテムターン
ロングターン
ショートターン

総合滑降

9:30

10:00

10:30

11:00
受付（新規）

11:30

昼食 昼食 昼食 昼食12:00

12:30

机上講習　【2時間】
イグザミナーの心得
イグザミナーの活動

講義方法

実技講習　【2.5時間】
ステージⅢ実技・指導

実技講習　【2.5時間】
実技練習
新規・継続

21:00

ステージⅠ・Ⅱ受験生への指導

13:30

ステージⅢ受験生への指導
14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

机上講習　【2時間】
AP:　教程パート1

SB:　教程パート4他
TM　：教程パート5他

机上講習　【2時間】
AP:　教程パート1

SB:　教程パート4他
TM　：教程パート6他

13:00

21:30

机上講習　【2時間】
新規・継続

指導法
ディスカッション

プレゼンテーション
※グループ単位で発表

閉会式・成績発表16:30

17:00

17:30

18:00

夕食 夕食 夕食
18:30

19:00

19:30

技術・指導法レポート提出
（ステージⅠ・ⅡⅢの技術・指導法）

20:00

20:30



スノーボード・テレマークスキーイグザミナー認定会
【会　場】岩手県・安比高原スキー場

【日程】 令和4年4月6日（水）～4月9日（土）

4月6日(水) 4月7日(木) 4月8日(金) 4月9日(土)

指導検定

※当日の天候・その他の事情により、時間・内容が変更になる場合がありますので、ご了承ください。

実技検定
　

SB:初歩のターン、カービングターン、
フェイキーターン、総合滑降、エアー

TM:ステージⅡ・Ⅲ・Ⅳ検定
種目の中から数種目

9:30

10:00

10:30

11:00

8:30
受付 （継続）

9:00

実技講習　【2.5時間】
ステージⅠ・Ⅱ実技・指導

実技講習　【2.5時間】
新規・継続

ステージⅠ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ検定の流れ

昼食12:00

12:30

机上講習　【2時間】
イグザミナーの心得
イグザミナーの活動

講義方法

実技講習　【2.5時間】
ステージⅢ実技・指導

受付（新規）
11:30

昼食 昼食 昼食

実技講習　【2.5時間】
実技練習
新規・継続

13:00
ステージⅠ・Ⅱ受験生への指導

13:30

ステージⅢ受験生への指導
14:00

14:30

15:00

閉会式・成績発表16:30

17:00

17:30

18:00

15:30

16:00

机上講習　【2時間】
AP:　教程パート1

SB:　教程パート4他
TM　：教程パート5他

机上講習　【2時間】
AP:　教程パート1

SB:　教程パート4他
TM　：教程パート6他

机上講習　【2時間】
新規・継続

指導法
ディスカッション

プレゼンテーション
※グループ単位で発表

21:30

夕食 夕食 夕食
18:30

19:00

19:30

技術・指導法レポート提出
（ステージⅠ・ⅡⅢの技術・指導法）

20:00

20:30

21:00



【 日 程 】

時　間 内　容

9:00～9:30 受付（ホテル）

10:00～12:00 開講式／雪上講習

12:00～13:00 昼食

13:00～15:30 雪上講習

10:00～12:00 雪上講習

12:00～13:00 昼食

13:00～15:00 雪上講習

15:00～15:15 閉講式（雪上）

デモ選の実技対策を、実際の大会バーンも使用して実施いたします。

4／　1（金）

4／　2（土）

■アルペンスキーデモ選強化セミナー

令和4年4月1日（金）～2日（土）



【 日 程 】
時　間 内　容

9:00～9:30 受付（ホテル）
10:00～12:00 開講式／雪上講習
12:00～13:00 昼食
13:00～15:30 雪上講習

4／　3（日）

デモ選の実技対策を、実際の大会バーンも使用して実施いたします。

■スノーボードデモ選強化セミナー
■テレマークスキーデモ選強化セミナー

令和4年4月3日（日）



【 日 程 】
時　間 内　容

9:00～9:30 受付
10:00～12:00 雪上講習
12:00～13:00 昼食
13:00～15:00 雪上講習

4／　2（土）

ジュニアスキー技術コンテストの実技対策を、実際の大会バーンも使用して実施いたします。
■ジュニアスキー技術コンテスト対策レッスン

令和4年4月2日（土）



【 日 程 】

会員親善GSL
※ゼッケン配布　ANAクラウンプラザリゾート安比高原にて
　4月4日（月）15:00～19:00　または　4月5日（火） 7:00～ 7:30

8:00～8:30 会員親善GSL インスペクション
9:00～10:45 会員親善GSL ＧＳＬ（１走１採用）

13:30 会員親善GSL

成績発表

※成績発表等について、
　下記の様に予定しています。
・リザルトをSIA公式ウェブサイト掲載。
・表彰対象選手はSIAフェスティバル本部にて受取。
・ゼッケンはゴールエリアで回収。

ANAクラウンプラザリゾート安比高原　内

■会員親善GSL（ＩＳＩＡカード対応）

4月5日(火)
※会員親善GSLのゼッケンは大会当日7:30までにSIAフェスティバル本部（ANAクラウンプラザリゾート安比高原内）で受け取ってください。

急斜面・整地（カッコウ）

令和4年4月5日（火）

4月4日(月)



【 日 程 】
時　間 内　容

8:30～9:00 受付

9:30〜11:30 事前講習

11:30〜12:30 昼食

12:30～14:30 事前講習

15:00～ 検定

4／　9（土）

■国際スキー技術検定
　スーパーゴールド検定会
　スーパーセミゴールド検定会

令和4年4月9日（土）



【 日 程 】
時　間 内　容

8:30～9:00 受付（ホテル）

9:30～12:00
机上講習　または　オンライン講習
(山岳の定義・雪崩の基本・行動原則・セルフレスキューの基本・ビーコンの基本）
※オンライン講習に備え、PC・スマートフォン等のご用意をお願いします。

12:00～13:00 昼食
13:00～16:30 フィールド講習（セルフレスキューの基本・ビーコントレーニング）

9:30～12:00
机上講習　または　オンライン講習
（ロープワーク・不安定性評価と意思決定のヒント）
※オンライン講習に備え、PC・スマートフォン等のご用意をお願いします。

12:00～13:00 昼食
13:00～15:30 ディスカッション（不安定性評価と意思決定<クラスデータ>について）

4／ 8（金）

4／ 9（土）

■山岳安全講習会（ＩＳＩＡカード対応）
ＩＳＩＡカード取得のカリキュラムとして、山岳安全講習会を実施致します。

令和4年4月 8日（金）～9日（土）



BlueJeans 参加方法 

 

■技術コンテスト・デモンストレーター選考会 

＜競技説明・テクニカルミーティングについて＞ 

 WEB ミーティング BlueJeas を使用します。 

 ＊アルペンスキー・ジュニア・マスターズ 

4/2 16:00～17:00 

 https://bluejeans.com/785340456/4515 

 ＊スノーボード 

 4/3 16:00～17:00 

 https://bluejeans.com/728367823/4064 

 ＊テレマークスキー 

 4/3 16:00～17:00 

 https://bluejeans.com/891572940/6231 

 

【ＰＣの場合】 

１・指定された会議ＵＲＬhttps://bluejeans.com/**********/****をクリック 

２・ブラウザーで参加をクリック 

 



３・名前を入力 

 

 

４・「マイク＆カメラを許可」 

 

 

５・会議に参加 

 



テスト完了 この画面になったら接続テスト完了です。 

 

※テストの場合の画面です。会議や講義の際は、他の参加者等が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【スマホの場合】 

１・指定された会議ＵＲＬhttps://bluejeans.com/**********/****をタップ 

 

２・ブラウザを使用して  ３・名前を入力     ４・マイクおよびカメラへの  

  参加する                     アクセスを許可 

 

５・会議に参加      テスト完了 この画面になったら接続テスト完了です。 

※テストの場合の画面です。会議や講義の際は、他の参加者等が表示されます。 


