
クロスカントリースキー部 
クロスカントリースキー部事業全般について 

（１） 第１会場と第２会場で、クロスカントリースキー指導員検定会、クロスカントリースキー検定員検

定会、クロスカントリースキー指導者研修会、クロスカントリースキー検定員クリニックを行います。 

（２）クロスカントリースキー指導員検定会の受検年齢 

受検年度の４月１日現在、21 才以上の方が対象です。 

（３）クロスカントリースキー指導員は、２年に１回の義務研修があります。 

  ２年続けてクロスカントリー指導者研修会に参加しなかったときは、クロスカントリースキー指導

員の資格が停止になります。資格停止中の者は、指導活動を行うことができません。 

（４）クロスカントリースキー検定員は、２年に１回の義務研修があります。 

  ２年続けてクロスカントリー検定員クリニックに参加しなかったときは、クロスカントリースキー検定

員の資格が停止になります。資格停止中の者は、検定員として活動ができません。 

（5）理論講習、検定のテキスト 

 「2022 年度オフィシャルブック」と「2022 年度資格検定受検者のために」を使用します。 

「資格検定受検者のために」は技術理論書となっています。 

お持ちでない方は所属の都道府県スキー連盟又は 

株式会社山と渓谷社 

 URL: https//www.yamakei.co.jp 

ブックサービス（楽天ブックス） 

TEL  0120-29-9625 

メール service@yamakei.co.jp 

に問い合わせし、購入してください。 

（6）スキー用具、ワックスなどはすべて各自で用意してください。 

(7) その他 

① 参加者はスキー傷害保険に加入していなければなりません。 

② 参加費は支払期間内にお支払いください。 

③ お支払い後の参加費の返金は行いません。 

④ 申込み後の変更はできません。 

⑤ 参加者は少しでも体調が悪い場合は参加を見合わせてください。 

⑥ 主催者が当該参加者を体調不良と判断した場合は、途中退席を指示する可能性があります。 

⑦ 新型コロナウイルス等の感染拡大の状況により、開催が急遽中止になる可能性があります。 

⑧ 新型コロナウイルス等の感染拡大等の状況により、主催者が研修会、クリニックの開催を中

止した場合は、お支払い後の参加費の返金は行わず研修修了とします。 

⑨ お申込みにあたっては、参加者の個人情報は本連盟の運営にのみ使用されることに同意の

上お申し込みください。 

 

 



公認クロスカントリースキー指導員・準指導員検定会、検定員検定会、 

指導者研修会、検定員クリニック 

第１会場 

【会期】 2022 年３月 26 日（土）～27 日（日） 

【会場】 

 北海道・伊達市 大滝クロスカントリーコース 

【日程】 

       ３月 25 日（金）  

       15：00    役員集合(本部宿舎)  

第 1 日目 ３月 26 日(土) 

9：50～10：00   受付 

10：30～12：00   実技講習・研修・クリニック 

13：30～15：00   実技講習・研修・クリニック 

15：00～16：00   実技検定・クリニック 

18：30～20：00   理論講習 

第 2 日目 ３月 27 日(日) 

10：30～11：30  理論検定 

12：30～      合格発表・解散 

※ 上記日程は、会場および天候の状況等により変更する場合があります。 

 

【集合場所】  

キートスマヤ 

〒052-0313 

北海道伊達市大滝区大成町 1 番地 

TEL: 総務担当 田中靖治 090-8633-9876 

【本部宿舎】  

ホロホロ山荘 

〒052-0316 北海道伊達市大滝区北湯沢温泉町３４  

TEL 0142-68-6321    FAX 0142-68-6500 

  料金 １泊 2 食付 9,000 円（税込） 

【現地連絡先】 

江川 淳 

ＴＥＬ 090-1522-9892 

Ｅ－ｍａｉｌ bqqsw718@ybb.ne.jp 

 

 

 

 



公認クロスカントリースキー指導員検定会、検定員検定会、 

指導者研修会、検定員クリニック   

第２会場   

【会場】 

  長野県・野沢温泉村 南原クロスカントリーコース 

【日程】 

       ３月 25 日（金）  

       15：00    役員集合(本部宿舎)  

第 1 日目 ３月 26 日(土) 

9：50～10：00   受付 

10：30～12：00   実技講習・研修・クリニック 

13：30～15：00   実技講習・研修・クリニック 

15：00～16：00   実技検定・クリニック 

18：30～20：00   理論講習 

第 2 日目 ３月 27 日(日) 

10：30～11：30  理論検定 

12：30～      合格発表・解散 

※ 上記日程は、会場および天候の状況等により変更する場合があります。 

 

【集合場所・本部宿舎】 

しなの荘 

〒949-8205 新潟県中魚沼郡津南町上郷上田乙２１６３   

TEL 025-765-2442    FAX  025-765-1082 

料金 1 泊２食付 9,000 円（税込） 

【現地連絡先】 

 志賀 直哉 

TEL：090-1602-2859 

E-mail ： shiga@neptune.jstar.ne.jp 

 

 

 

公認クロスカントリースキー指導員検定会 

【実施会場】 第１会場 第２会場 

【事業の目的】  

クロスカントリースキーの各地区における検定員・指導員の資格者の増員及び育成により普及・

技術の向上を目的とします。 

【費用】 

 検定に関わる費用はすべて受検者の自己負担となります。 



・申込み時支払うもの 検定料 5,000 円 

・合格後支払うもの 公認料 8,000 円、登録料 1,000 円、バッジ代 2,000 円 

【申込み方法】 

参加希望者は、本連盟会員管理システム「シクミネット」で今年度の会員登録を行ない、

会員登録料決済後、「シクミネット」マイページからお申込みください。 

参加申込みは、参加費（検定料）のお支払い完了をもって正式に確定となります。 

支払期限までに参加費が決済されなかった場合は、申込みが取り消されます。 

お支払い後の参加費の返金は行いません。 

申込み後の変更はできません。 

【宿泊に関して】 

  宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【申込み受付期間】 

2022 年 2 月 1 日（火）～2 月 13 日（日） 

加盟団体は受検資格確認後、2 月 17 日（木）までにシクミネット」から承認を完了させ

てください。3 月 3（木）までに、参加費支払いの連絡が、シクミネットマイページに登録

したメールアドレスに届きますので、支払期間に決済を済ませてください。 

【参加費支払期間】 

2022 年 3 月 8 日（火）～3 月 15 日（火） 

3 月 15 日までに参加費のお支払いがなかった場合は、申込みが取り消されます。 

【申込み時必要書類】 

前年度までに「クロスカントリースキー級別テスト１級」に合格した受検者は、申込み時

に合格証をＰＤＦファイルでアップロードしてください。 

【検定会当日必要書類】 

①受検年度のＳＡＪ会員証又は「シクミネット」マイページの資格情報画面のコピー 

②SAJ 会員証に顔写真がない場合は、顔写真入りの公的本人確認書類（運転免許証、 

パスポート、マイナンバーカード、官公庁が発行した氏名・住所・生年月日の記載 

があるもの等のいずれか 1 点） 

【欠席連絡】 

 欠席の場合は、所属の加盟団体（都道府県スキー連盟）に、氏名、会員番号、イベント

名、会場、チケット名を連絡してください。 

加盟団体は、会員からの欠席連絡を受け、所定の様式で欠席届を SAJ 事務局教育本部に

E-mail で連絡してください。 

  

 

公認クロスカントリースキー検定員検定会 

【実施会場】 第１会場 第２会場 

【受検資格】 

公認クロスカントリースキー指導員取得年度から 2 年を経過した者（2022 年度のクロ



スカントリースキー検定員受検は、2020 年度までのクロスカントリースキー指導員取得

者が対象です）。 

【費用】 

検定に関わる費用はすべて受検者の自己負担となります。 

・申込み時支払うもの 検定料 5,000 円 

・合格後支払うもの 公認料 5,000 円、登録料 1,000 円、バッジ代 2,000 円 

【申込み方法】 

参加希望者は、本連盟会員管理システム「シクミネット」で今年度の会員登録を行い、

会員登録料決済後、「シクミネット」マイページからお申込みください。 

参加申込みは、参加費（検定料）のお支払い完了をもって正式に確定となります。 

支払期限までに参加費が決済されなかった場合は、申込みが取り消されます。 

お支払い後の参加費の返金は行いません。 

申し込み後の変更はできません。 

【宿泊に関して】 

  宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【申込み受付期間】 

2022 年 2 月 1 日（火）～2 月 13 日（日） 

加盟団体は受検資格確認後、2 月 17 日（木）までにシクミネット」から承認を完了させ

てください。3 月 3（木）までに、参加費支払いの連絡が、シクミネットマイページに登録

したメールアドレスに届きますので、支払期間に決済を済ませてください。 

【参加費支払期間】 

2022 年 3 月 8 日（火）～3 月 15 日（火） 

3 月 15 日までに参加費のお支払いがなかった場合は、申込みが取り消されます。 

【検定会当日必要書類】 

①本年度のＳＡＪ会員証又は「シクミネット」マイページの資格情報画面のコピー 

②SAJ 会員証に顔写真がない場合は、顔写真入りの公的本人確認書類（運転免許証、 

パスポート、マイナンバーカード、官公庁が発行した氏名・住所・生年月日の記載 

があるもの等のいずれか 1 点） 

 

 

公認クロスカントリースキー指導者研修会 

【実施会場】第１会場、第２会場 

【参加資格】 

公認クロスカントリースキー指導員・準指導員の有資格者（資格の状態が停止の方も参加

できます） 

【費用】 

 研修に関わる費用はすべて参加者の自己負担となります。  

  受講料 4,000 円 



【申込み方法】 

 参加希望者は、本連盟会員管理システム「シクミネット」で今年度の会員登録を行い、

会員登録料決済了後、「シクミネット」マイページからお申込みください。 

参加申込みは、参加費のお支払い完了をもって正式に確定となります。 

支払期限までに参加費が決済されなかった場合は、申込みが取り消されます。 

お支払い後の参加費の返金は行いません。 

申込み後の変更はできません。 

 「シクミネット」からお申込みが出来ない場合は、所属クラブまたは所属加盟団体にご相

談ください。 

公認クロスカントリー指導者研修会と公認クロスカントリースキー検定員クリニック

の両方を受講される方は、それぞれ申し込みが必要で、受講料もそれぞれ必要です。 

【宿泊に関して】 

  宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【申込み受付期間】 

2022 年 2 月 10 日（木）～2 月 24 日（木） 

【参加費支払期間】 

2022 年 3 月 8 日（火）～3 月 15 日（火） 

3 月 15 日までに参加費のお支払いがなかった場合は、申込みが取り消されます。 

【研修会受付時必要書類】 

  本年度のＳＡＪ会員証又は「シクミネット」マイページの資格情報画面のコピー 

 

 

公認クロスカントリースキー検定員クリニック 

【実施会場】第１会場、第２会場 

【参加資格】 

公認クロスカントリースキー検定員の有資格者（資格の状態が停止の方も参加できます） 

【費用】 

 研修に関わる費用はすべて参加者の自己負担となります。 

  受講料 4,000 円 

【申込み方法】 

 参加希望者は、本連盟会員管理システム「シクミネット」で今年度の会員登録を行い、

会員登録料決済了後、「シクミネット」マイページからお申込みください。 

参加申込みは、参加費のお支払い完了をもって正式に確定となります。 

支払期限までに参加費が決済されなかった場合は、申込みが取り消されます。 

お支払い後の参加費の返金は行いません。 

申込み後の変更はできません。 

 「シクミネット」からお申込みが出来ない場合は、所属クラブまたは所属加盟団体にご

相談ください。 



公認クロスカントリー指導者研修会と公認クロスカントリースキー検定員クリニック

の両方を受講される方は、それぞれ申し込みが必要で、受講料もそれぞれ必要です。 

【宿泊に関して】 

  宿舎は指定しませんので各自で手配してください。 

【申込み受付期間】 

2022 年 2 月 10 日（木）～2 月 24 日（木） 

【参加費支払期間】 

2022 年 3 月 8 日（火）～3 月 15 日（火） 

3 月 15 日までに参加費のお支払いがなかった場合は、申込みが取り消されます。 

【研修会受付時必要書類】 

  本年度のＳＡＪ会員証又は「シクミネット」マイページの資格情報画面のコピー 


