
平成 30 年度 愛知県スキー年鑑 正誤表 
平成 29年 11 月 13 日 現在 

11 月 13 日に更新された箇所を色を変えて表示 
 

ページ及び項目 修正前 修正後 

13 
平成 29 年度愛知県スキー連盟優秀

選手表彰 
 

追加 
アルペン 湯淺 直樹 (スポーツア

ルペンスキークラブ) 
アルペン 早川 信明 (三菱重工名

誘スキー部) 

26 
教育本部組織図、スノーボード委員

会名簿 
スノーボード委員 吉里秀雄 削除 

44 

早見表 アルペン競技会Ⅱ 
Ⅱ-4 愛知県アルペンスキー選手

権 備考 
特指(無料):強化指Ａ(半額) 特指(無料):強化指Ａ･Ｂ(半額) 

45 

早見表 アルペン競技Ⅲ 
SAJ B 級公認 2018 愛知県マスタ

ーズジャイアントスラローム大会 

備考 

愛知県の選手には SAA ポイントを与

える 

マスターズ競技者登録を大会当日まで

に登録を完了した愛知県の選手には

SAA ポイントを与える 

47 
早見表 教育部  

6 研修会①ウィング 

申込締切日(EES) H29.10.17 

申込締切日(申込用紙) H29.10.11 

申込締切日(EES)H29.11.18 

申込締切日(申込用紙)H29.11.12 

47 
早見表 教育部 

7 研修会②朝里川 

申込締切日(EES) H29.11.12 

後日サイトにて 

申込締切日(申込用紙) H29.11.12 

後日サイトにて 

申込締切日(EES)H29.11.18 

申込締切日(申込用紙) H29.11.12 

48 

早見表 教育部 

17 東海北陸ブロック主催 

公認指導員養成講習会Ｃ 

申込締切日(EES) H30.2.3 

申込締切日(申込用紙) H30.1.28 

申込締切日(EES) H29.10.17 

申込締切日(申込用紙) H29.10.11 

49 
早見表 教育部 31・32 

プライズテスト 級別テスト 
申込締切日(申込用紙)H30.4.8 

事前講習  H30.4.21 

検定    H30.4.22 

50 
早見表 安全対策部 

日本赤十字社短期 AED 講習会 

開催期日 H29.11.19 

会場 千種スポーツセンター 

開催期日 H29.11.12 

会場 今池ガスビル 7F プラチナルーム 

55 

送金案内書 

アルペン競技Ⅱ Ⅱ-4 愛知県ア

ルペンスキー選手権 参加費単価 

№20･22･24･26 参加費単価 強指Ａ 
№20･22･24･26 参加費単価 強指Ａ･

Ｂ 

70 

6.愛知県スキー連盟代表選手選考

基準について 

(5）JOC ジュニアオリンピックスキ

ー大会 

②､③共に…エントリー数内で､選抜し

選考する。 

②､③共に…エントリー数内で選抜し

選考するが､GSL と SL の合計ポイント

が同一の場合は､GSL のポイントを優先

する。 

75 SAA ベースポイント 男子 GSL  

削除 (重複のため) 

順位 230 八木裕智 (豊橋体協) 

順位270 藤井裕太 (川名中･明鏡SC) 

順位 290 平松良一 (一宮) 

76 SAA ベースポイント 男子 GSL  
削除 (重複のため) 

順位 312 八木裕智 (豊橋体協) 

78 SAA ベースポイント 女子 GSL  
削除 (重複のため) 

順位 55 横井彩葉 (明鏡 SC) 

80 SAA ベースポイント 男子 SL  
削除 (重複のため) 

順位 189 藤井裕太 (川中･明鏡 SC) 

81 SAA ベースポイント 男子 SL  
削除 (重複のため) 

順位 233 加藤範仁 (ｱﾙﾍﾟﾝ) 

  



ページ及び項目 修正前 修正後 

92 (14） ※SAA 強化指定選手Ａ 1,500 円（ＥＥＳ申込：1,250 円） 2,000 円（ＥＥＳ申込：1,750 円） 

97 
行事要項 Ⅱ-4 愛知県アルペンス

キー選手権大会(14)参加料 
※SAA 強化指定選手Ａ ※SAA 強化指定選手Ａ･Ｂ 

101 

行事要項 アルペン競技Ⅲ 

SAJＢ級公認  2018 愛知県マスタ

ーズジャイアントスラローム大会 

(22)その他 ⑧ 

愛知県の選手には SAA ポイントを与え

る" 

マスターズ競技者登録を大会当日まで

に登録を完了した愛知県の選手には

SAA ポイントを与える" 

107 

個人申込書 

アルペン競技Ⅱ Ⅱ-4 愛知県ア

ルペンスキー選手権 

（強指Ａ ￥ （強指Ａ･Ｂ ￥ 

162 行事要項 各養成講習会 申込締切日（EES） 無 H29.10.17 

164 
行事要項 5．〔2〕平成 29 年度 A級

検定員検定会  
平成 29 年度 平成 30 年度 

165 
プライズテスト 

級別テスト 
申込締切日(申込用紙) H30.4.8 

事前講習 H30.4.21 

検定 H30.4.22 

167 
行事要項 教育部 

2 研修会②朝里川 

申込締切日(EES) H29.11.13 

後日サイトにて 

申込締切日(申込用紙) H29.11.13 

後日サイトにて 

申込締切日(EES)H29.11.18 

申込締切日(申込用紙) H29.11.12 

167 
行事要項 [１]平成 30 年度愛知県

スキー技術選手権大会 日程 
H30.3.8～12 H30.3.7～11 

168 

行事要項 [２]第１回 東海北陸

ブロック ZIP-FMジュニアスキー技

術選手権大会 ●現地受付 

2 月 11 日（日日） 2 月 11 日（日） 

189 
申込用紙 第１回 東海北陸 ZIP-

FM ジュニアスキー技術選手権大会 

特別講習会のみ 

大会のみ 

大会のみ 

特別講習会のみ (順序変更)  

191 
申込用紙 平成 30 年度 マスター

ズスキー技術選手権大会 

特別講習会のみ 

大会のみ 

大会のみ 

特別講習会のみ (順序変更) 

224 
行事要項 安全対策部 

日本赤十字社短期 AED 講習会 

開催日時 H29.11.19(日)13時 30分～

17 時 30 分 

開催日時 H29.11.12(日) 13 時 15 分

～16 時 45 分 

224 
行事要項 安全対策部 

日本赤十字社短期 AED 講習会 

会場 千種スポーツセンター 第一集

会場 

会場 今池ガスビル７F プラチナル

ーム 

236 バッジテスト合格者  

追加 

平成 29 年 3 月 4日～5日 ほおのき平 

1 級 宮原里枝 

ジュニア 1級 伊藤奏 

ジュニア 2級 松島大吾 

237 検定員検定合格者(C 級)  

追加 

加地恭子(はなのき)、小川慎太郎

(Doing) 

237 検定員検定合格者(C 級)  
削除 

小野 秀昇 (三菱自岡) 

294 強化指定Ｃ選手  
削除 

藤原雪乃 (ﾘﾍﾞﾙﾃ) SL 70point 以下 

 


