
年末年始休業中に開催、または受付終了するイベント ※2020年12月25日現在、開催日順、主催者敬称略

イベント名 開催開始日 主催事務局 TEL MAIL

シーズンインカービングキャンプ 2020/12/26 白馬岩岳スノーボードスクール 0261-72-4885 slmt2005@gol.com

2020 松沢寿・松沢聖佳 八方尾根 年末1dayキャンプ 2020/12/26 	合同会社エイチネス - info@hness.co.jp

スノーボードレベルアップ講習会（バッジテスト）No.1 2020/12/26 埼玉県スキー連盟 090-1540-3560 rascal.arai@mbc.nifty.com

＜キッズ＞アルペンスノーボード体験レッスン ～はじめてに挑戦してみよう～ 2020/12/26 &tomoka事務局 - and@tomoka-t.net

&tomoka International+Domestic年末年始 Hokkaido camp 2020/12/26 &tomoka事務局 - and@tomoka-t.net

公認スキ－指導者養成講習会 2020/12/26 神奈川県スキー連盟 045-311-8907 -

認定スキー指導員研修会（実技） 2020/12/26 神奈川県スキー連盟 045-311-8907 -

2020/2021 GSS菅平ゲートキャンプ：シーズンコース申込（2次募集） 2020/12/26 GSS 090-6653-0353 お問い合わせはこちら

松沢寿 年末年始1dayキャンプin 八方尾根 2020/12/28 	合同会社エイチネス - info@hness.co.jp

＜教育本部＞SAY主催 デモスペシャルレッスン 2020/12/28 山梨県スキー連盟 - yamashou@dolphin.ocn.ne.jp

第26回クロスカントリークラシカル競技会in黒姫 2020/12/29 東京都スキー連盟 03-3262-2491 -

内田直也 全部乗せキャンプ 2020/12/30
AZプロスノーボーディングス

クールアサマ2000校
0267-23-1771 asama2000snowboard@gmail.com

2020 はくのり 田中頌平 年末1dayデモキャンプ 2020/12/30 白馬乗鞍スキースクール 0261-82-2571 ent-hnss@valley.ne.jp

越&内田 グラトリスピンマスターキャンプ9 2021/1/2
AZプロスノーボーディングス

クールアサマ2000校
0267-23-1771 asama2000snowboard@gmail.com

スノーボーダー青木玲【プライベートキャンプ】全11回開催します。いつでも参加

OK！
2021/1/2 ポテンシャル 0277-55-1792 shop@jointhouse.info

まるはグラトリキャンプ～みんなでやれば怖くない～ 2021/1/3
AZプロスノーボーディングス

クールアサマ2000校
0267-23-1771 asama2000snowboard@gmail.com

スノーボードクロス スタートセクション攻略キャンプ (第7回) 2021/1/3 プロスノーボーダー大内晋一 090-7289-9523 snow239533@gmail.com

スノーボーダー青木玲【平日プライベートレッスン】個人的に青木を貸切！なんでも

聞いて上達しよう。
2021/1/4 ポテンシャル 0277-55-1792 shop@jointhouse.info

2021 SAN Snow Festa レベルアップ＆ジュニア1Dayレッスン 2021/1/4 長野県スキー連盟 026-264-5888 san@ski-nagano.org

第2回渡會那央のカービングマスターキャンプin小海リエックス 2021/1/6（水）開催

※2020/12/23現在　受付前・開催未定
2021/1/6

小海リエックススキーバレー

SISスノーボードスクール
055-227-8655 haro-snowboard@snow.plala.or.jp

ALL JAPAN WAVE CLASSIC 2021（第21回全日本アマチュアウエイブ選手権） 2021/1/9 日本ウインドサーフィン協会 0467-33-6199 wind@jw-a.org

【教育】公認指導員／準指導員養成講習会

（養成講習会Ｂ（準・公）のみの申込のみ12/25受付終了）
2021/1/16 愛知県スキー連盟 052-757-6277 info@ski-aichi.jp

第76回国民体育大会選考会兼第74回兵庫県民大会兼全日本マスターズ予選会 2021/1/16 兵庫県スキー連盟 0796-20-3735 -

【（公財）全日本スキ－連盟B級公認】第14回 八海山麓マスターズスキー大会 2021/1/16 八海山麓スキー場 025-779-3103 -

スノーボード技術強化合宿（A） 2021/1/16 神奈川県スキー連盟 045-311-8907 -

＜指定選手＞スノーボード技術強化合宿（A） 2021/1/16 神奈川県スキー連盟 045-311-8907 -

フリースタイル雪上強化合宿2 2021/1/16 東京都スキー連盟 03-3262-2491 -

【教育】特別講習会（愛知県スキー技術選手権大会参加選手対象） 2021/1/16 愛知県スキー連盟 052-757-6277 info@ski-aichi.jp

GIBBON ONLINE GAMES JAPAN 2021 2021/1/17 03-6228-3760 info@gibbon.co.jp

第42回東京都スキー技術選手権大会 2021/1/22 東京都スキー連盟 03-3262-2491 -

公認スノーボード指導者養成講習会（Dコース実技 ） 2021/1/23 神奈川県スキー連盟 045-311-8907 -

下記一覧にない主催者については、デジエントリーの該当イベントページ（スマホの場合は「詳細」をタップ）にある連絡先を参照、

または各主催者の公式サイト、ブログ、SNS等にある連絡先にお問合せをお願いいたします。

※連盟、協会などの団体事務局については年末年始は電話、メールとも受信できない可能性がございます。

その場合は、クラブなどを通じ各イベント担当者への連絡してもらう、直近の大会であれば、デジエントリーの該当イベントページにある大会本部や開催地などに連絡してみてください。
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【教育】令和3年度愛知県スキー技術選手権大会 兼 全日本スキー技術選手権大会愛知

県代表選手選考会
2021/1/23 愛知県スキー連盟 052-757-6277 info@ski-aichi.jp

＜教育本部＞スキー・スノボ甲信越ブロック技術選申込み（山梨県） 2021/1/25 山梨県スキー連盟 - say-mochizuki@moons.jp

令和2年度 障がい者スポーツ医資格更新指定講習会 2021/2/1 日本障がい者スポーツ協会 03-5939-7021 -

（認定料支払）SUPA ベーシックインストラクター認定講習会 関東地区 11/30開催分 - SUPA - office-supa@supa-japan.com

（認定料支払）SUPA ベーシックインストラクター認定講習会関西地区＜大阪川の駅

＞11/29開催分
- SUPA - office-supa@supa-japan.com

日本スタンドアップパドルボード協会2020年度会員登録（2020年12月受付分） - SUPA - office-supa@supa-japan.com

SIJ2020年度インストラクター更新登録および新規登録 - SUP指導者協会 - sup.instructors@gmail.com

SIJ2020年度公認スクール更新登録および新規登録 - SUP指導者協会 - sup.instructors@gmail.com

2020年日本スラックライン連盟会員【個人会員】 - 日本スラックライン連盟 03-6228-3761 info@jsfed.jp

西日本チーム登録（非認定協力会用） - 西日本スノーボード協会 082-236-7805 nsba@nsba.jp
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