２０２２年度 スキーバッジテスト（プライズテスト）
主催
主管
共同主管
協力
会場
期日
本部

検定方法

公益財団法人全日本スキー連盟
一般財団法人東京都スキー連盟
防衛省スキークラブ
ＮＰＯ法人東京都スキー指導者協会、 菅平高原スノーリゾート
菅平高原スノーリゾート（〒386-2204 長野県上田市菅平高原）
２０２２年 ２月 ５日（土）～ ２月 ６日（日） ※２月５日（土）は事前講習
天狗ロッジ TEL：0268-74-2431
〒386-2204 長野県上田市菅平高原
プライズテストについては、「公認スキーバッジテスト規程」および「公認スキーバッジテスト基準及
び実施要領」の最新版に基づき実施する。

（１）２０２２年度SAJ会員登録を済ませた方（会員登録が証明できるものを持参）
（２）クラウンプライズ受検は、テクニカルプライズ所持者。テクニカルプライズ受検は、
受検資格
１級所持者（各合格証を持参）
（３）２０２２年度中に事前講習を修了された方（修了済の場合は事前講習修了証を持参）
受検料

事前講習＋検定：１１,０００円予定（テクニカル・クラウン共通、合格者は別途公認料）
事前講習のみ／検定のみ：６,０００円予定（テクニカル・クラウン共通）

募集人数 5０名予定（テクニカル・クラウン合わせて）
【重要】
詳細につきましては共同主管団体防衛省スキークラブのホームページ（下記URL)に後日公開い
申込方法 たします。ホームページ上の申し込みフォームから申し込みを行ってください。
※２０２１年１０月から申し込みの受付を開始
記載されている募集要項および注意事項を必ず確認のうえ、申し込みを行ってください。
URL
主催
主管
共同主管
協力
会場
期日
本部

検定方法

https://modsc.web.fc2.com/
公益財団法人全日本スキー連盟
一般財団法人東京都スキー連盟
スキーチームゼロ
長野県 白馬エリア内のスキー場で調整中 ※会場の詳細はスキーチームゼロHPに掲載
２０２２年 ２月1２日（土）～ ２月1３日（日） ※タイムスケジュール等はスキーチームゼロHPに掲載
ダブルオー TEL：090-3226-7788
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城892-1
プライズテストについては、「公認スキーバッジテスト規程」および「公認スキーバッジテスト基準及
び実施要領」の最新版に基づき実施する。

（１）２０２２年度SAJ会員登録を済ませた方（会員登録が証明できるものを持参）
（２）クラウンプライズ受検は、テクニカルプライズ所持者。テクニカルプライズ受検は、
受検資格
１級所持者（各合格証を持参）
（３）２０２２年度中に事前講習を修了された方（修了済の場合は事前講習修了証を持参）
学生：９，０００円／一般：１３，０００円
受検料
（事前講習料含、テクニカル・クラウン共通、合格者は別途公認料）
募集人数 5０名予定（テクニカル・クラウン合わせて）
【重要】
詳細につきましては共同主管団体スキーチームゼロのホームページ（下記URL)に後日公開いたし
申込方法 ます。ホームページ上の申し込みフォームから申し込みを行ってください。
※２０２２年１月上旬から受検申し込みの受付を開始
記載されている募集要項および注意事項を必ず確認のうえ、受検申し込みを行ってください。
URL

https://skiteamzero.com/

２０２２年度 スキーバッジテスト（プライズテスト）
主催
主管
共同主管
協力
会場
期日
本部

公益財団法人全日本スキー連盟
一般財団法人東京都スキー連盟
ヨシマルスキークラブ
ファイブリングズスキークラブ・ジャスクスキークラブ
新潟県 舞子スノーリゾート
２０２２年 ３月５日（土）～ ３月６日（日） ※３月５日（土）は事前講習
フジヤ

検定方法 基礎スキー技能テスト基準および実施要領に定める。

受検資格 １級以上の取得者 及び テクニカルプライズ取得者

受検料 テクニカル検定料￥５,０００－ クラウン検定料￥７,０００－ 事前講習料￥９,０００－
募集人数 ３０名～5０名
参加費と共に下記宛お申し込みください
小野塚流スキー塾（内） ヨシマルスキークラブ
申込方法 〒350-1213 埼玉県日高市高萩685-6
TEL：042-985-0062 FAX：042-985-0069 Eメール：juku@yoshimaru.co.jp
＊１級以上の合格証、SAJ登録証、事前講習修了証は現地受付時にご提示ください。
URL
主催
主管
共同主管
協力
会場
期日
本部

検定方法

http://www.yoshimaru.co.jp/camp7.html
公益財団法人全日本スキー連盟
一般財団法人東京都スキー連盟
スキーチームゼロ
長野県 白馬エリア内のスキー場で調整中 ※会場の詳細はスキーチームゼロHPに掲載
２０２2年 ３月８日（火）～ ３月９日（水） ※タイムスケジュール等はスキーチームゼロHPに掲載
ダブルオー TEL：090-3226-7788
〒399-9301 長野県北安曇郡白馬村北城892-1
プライズテストについては、「公認スキーバッジテスト規程」および「公認スキーバッジテスト基準及
び実施要領」の最新版に基づき実施する。

（１）２０２２年度SAJ会員登録を済ませた方（会員登録が証明できるものを持参）
（２）クラウンプライズ受検は、テクニカルプライズ所持者。テクニカルプライズ受検は、
受検資格
１級所持者（各合格証を持参）
（３）２０２２年度中に事前講習を修了された方（修了済の場合は事前講習修了証を持参）
受検料

学生：９，０００円／一般：１３，０００円
（事前講習料含、テクニカル・クラウン共通、合格者は別途公認料）

募集人数 5０名予定（テクニカル・クラウン合わせて）
【重要】
詳細につきましては共同主管団体スキーチームゼロのホームページ（下記URL)に後日公開いたし
申込方法 ます。ホームページ上の申し込みフォームから申し込みを行ってください。
※２０２２年１月上旬から受検申し込みの受付を開始
記載されている募集要項および注意事項を必ず確認のうえ、受検申し込みを行ってください。
URL

https://skiteamzero.com/

２０２２年度 スキーバッジテスト（プライズテスト）
主催
主管
共同主管
協力
会場
期日
本部

検定方法

公益財団法人全日本スキー連盟
一般財団法人東京都スキー連盟
小平市スキー連盟
(株)ハーレスキーリゾート 電話： 0268-74-2137
菅平高原ハーレスキーリゾート
２０２２年 ３月１９日（土） ※午前に事前講習、午後から実技検定を実施する。
リゾートイン菅平スイスホテル TEL：0268-74-3411
〒386-2204
長野県上田市菅平高原1223-4629
プライズテストについては、「公認スキーバッジテスト規程」および「公認スキーバッジテスト基準及
び実施要領」の最新版に基づき実施する。

（１）２０２２年度SAJ会員登録を済ませた方（会員登録が証明できるものを持参）
（２）クラウンプライズ受検は、テクニカルプライズ所持者。テクニカルプライズ受検は、
受検資格
１級所持者（各合格証を持参）
（３）２０２２年度中に事前講習を修了された方（修了済の場合は事前講習修了証を持参）
事前講習料、検定会セット料金 2月申込10,000円／3月申込11,000円
受検料
（テクニカル・クラウン共通、合格者は別途公認料）
募集人数 ８０名予定（テクニカル・クラウン合わせて）
【重要】
詳細につきましては共同主管団体小平市スキー連盟のホームページに後日公開いたします。
ＵＲＬ：https://sites.google.com/site/kodairaski/home/gisen
申込方法
申込は下記ＵＲＬより行ってください。
※２０２２年２月上旬から受検申し込みの受付を開始
記載されている募集要項および注意事項を必ず確認のうえ、受検申し込みを行ってください。
URL
主催
主管
共同主管
協力
会場
期日
本部

検定方法

https://mailform.mface.jp/frms/skikodaira/78z6mobyvlp9
公益財団法人全日本スキー連盟
一般財団法人東京都スキー連盟
タントスキークラブ
ブランシュたかやまスキーリゾート
ブランシュたかやまスキーリゾート（〒386-0601 長野県小県郡長和町大門3652）
２０２２年 ３月１９日（土）～ ３月２０日（日） ※３月１９日（土）は事前講習
ペンションジョイハウス TEL：0268-69-2103
〒386-0601 長野県小県郡長和町大門3651-8
プライズテストについては、「公認スキーバッジテスト規程」および「公認スキーバッジテスト基準及
び実施要領」の最新版に基づき実施する。

（１）２０２２年度SAJ会員登録を済ませた方（会員登録が証明できるものを持参）
（２）クラウンプライズ受検は、テクニカルプライズ所持者。テクニカルプライズ受検は、
受検資格
１級所持者（各合格証を持参）
（３）２０２２年度中に事前講習を修了された方（修了済の場合は事前講習修了証を持参）
受検料

事前講習料 ： ５，０００円 予定／検定料 ： ５，０００円 予定
※テクニカル・クラウン共通、合格者は別途公認料

募集人数 5０名予定（テクニカル・クラウン合わせて）
【重要】
詳細につきましては共同主管団体タントスキークラブのホームページ（下記URL)に後日公開いた
申込方法 します。ホームページ上の申し込みフォームから申し込みを行ってください。
※２０２２年２月上旬頃から受検申し込みの受付を開始
記載されている募集要項および注意事項を必ず確認のうえ、受検申し込みを行ってください。
URL

http://tanto-power.com/wp/skiinfo/saj_test/

２０２２年度 スキーバッジテスト（プライズテスト）
主催
主管
共同主管
協力
会場
期日
本部

検定方法

公益財団法人全日本スキー連盟
一般財団法人東京都スキー連盟
サンフィッシュスキークラブ
世田谷区スキー協会 ラディッシュスキークラブ 熊の湯スキー場
長野県 志賀高原 熊の湯スキー場
２０２２年 ４月 ９日（土）～ ４月１０日（日） ※４月９日（土）は事前講習
志賀高原ロッヂ
TEL（０２６９）３４－３６００
〒381-0401 長野県下高井郡山ノ内町 志賀高原 ほたる温泉
プライズテストについては、「公認スキーバッジテスト規程」および「公認スキーバッジテスト基準及
び実施要領」の最新版に基づき実施する。

（１）２０２２年度SAJ会員（会員登録が証明できるものを受付時提示）
（２）クラウンプライズ受検は、テクニカルプライズ所持者（テクニカルプライズ合格書を受付時提示）
受検資格 （３）テクニカルプライズ受検は、１級所持者（１級合格証または指導員、準指導員証を受付時提
示）
（4）２０２２年度プライズ事前講習修了者（事前講習修了証を受付時提示）
受検料 事前講習料：５,５００円／検定料：５,５００円（テクニカル・クラウン共通、合格者は別途公認料）
募集人数 ５５名（テクニカル・クラウン合わせて）
申込期間：2022年3月7日（月）～4月4日（月）定員になり次第締切
Webサイトの申込フォームもしくはメールにてお申込みください。
申込方法 メールでの申込みの場合は申込先メールアドレスと記載内容は募集要項をご確認ください
募集要項やWebサイト（ともに2022年1月下旬公開予定）へのリンク、最新情報は下記ＵＲＬ
をご覧ください
URL
主催
主管
共同主管
協力
会場
期日
本部

検定方法

https://www.facebook.com/prize.sat/
公益財団法人 全日本スキー連盟
一般財団法人 東京都スキー連盟
ベアーズ東京スキークラブ
かぐらスキー場/かぐらスキースクール
かぐらスキー場 （〒949-6211新潟県南魚沼郡湯沢町三俣742）
２０２２年 ４月３０日（土）～ ５月 １日（日） ※４月３０日（土）は事前講習
かぐらスキースクール内 ベアーズ東京スキークラブ事務局
〒949ー6211 新潟県魚沼郡湯沢町三俣742

連絡先 070-2171-0832

プライズテストについては「公認スキーバッジ規程」および「公認スキーバッジテスト基準及び実施
要領」の最新版に基づき実施する。

①２０２２年度SAJ会員登録を済ませた方（会員登録が証明できるものをご持参ください）
②クラウンプライズはテクニカルプライズ所持者（テクニカルプライズ合格証をご持参ください）
受検資格
テクニカルプライズ/1級所持者（1級合格証をご持参ください）
③２０２２年度中に事前講習を修了された方（終了済みの場合は終了証をご持参ください）
受検料 事前講習料/７，０００円 検定料/７，０００円 ＊テクニカル・クラウン合格者は別途公認料
募集人数 テクニカルプライズ/６０名 クラウンプライズ/４０名
申込方法

URL

3月よりデジエントリーにて受付開始予定 ＊定員となり次第締め切り
詳細につきましては「ベアーズ東京スキークラブ」フェイスブック（下記ＵＲＬ）に後日公開致します。
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057596853215

