平成２４年度

1． 登

事業計画案（平成２３年１０月１日～平成２４年９月３０日）

録

（１）本連盟への登録
①スキー部の登録校
１４２校
②部員登録人数
約1,８００名
③時期 9月末日
（２）全日本スキー連盟登録
①ＳＡＪ会員登録（登録期間8月1日から
②ＦＩＳ及びＳＡＪ競技者登録(各種目)

2．

7月末日） 約１，７００名
約１，７００名

競技会

＜総合競技会＞
第８５回 全日本学生スキー選手権大会
＊学校対抗戦とて連盟最大の競技会
①主催 (社)全日本学生スキー連盟
②主管 新潟県スキー連盟
③競技日程 平成２４年２月 日程調整中・詳細未定
④会場 アルペン競技 赤倉チャンピオコース
クロスカントリー競技 妙高高原クロスカントリーコース
ジャンプ競技
赤倉ジャンプ台
⑤参加予定延人数 男子・女子合計１，６００名（団体戦除く）実参加人数約１，０００名
＜クロスカントリー競技＞
（１）第２６回クロスカントリーチャンピオン大会
＊シーズンインに至るまでのトレーニング成果の確認及びクロスカントリー競技の学生チャンピ
オン（個人）の決定
①主催 （社）全日本学生スキー連盟
②主管 名寄地方スキー連盟、音威子府スキー協会
③競技日程 平成２３年１２月
④会場 音威子府村 チセネシリクロスカントリーコース
⑤参加予定人数 男子・女子合計 ６００名（団体戦を除く）
＜アルペン競技＞
（１）第２６回アルペンチャンピオン大会
①主催 全日本学生スキー連盟
②主管 志賀高原スキークラブ
③競技日程 平成２４年１月
④会場 志賀高原 西館山公認コース
⑤参加者 男子・女子合計１，１００名
＊アルペン競技の個人チャンピオンを決定する
（２）２０１２岩手高原全日本学生アルペンスキー大会 現在事業の可否を調整中
①主催 全日本学生スキー連盟
②主管 （財）岩手県スキー連盟、岩手高原スノーパーク・サンミリオン
③競技日程 未定
④会場 岩手県雫石町 岩手高原スノーパーク
⑤参加予定者 男子・女子合計４００名
（３）第１９回アルペンスプリング大会
①主催 全日本学生スキー連盟
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②主管 志賀高原スキークラブ
③競技日程 平成２４年４月
④会場 志賀高原 西館山公認コース
⑤参加者予定 男子・女子合計900名
＊アルペンスキーの競技力向上を目指す
（４）ニュージーランド航空 ＦＩＳサザンカップ
①主催 全日本学生スキー連盟
②主管 ニュージーランド コロネットピークスキークラブ
③競技日程 平成２４年８月 詳細日時未定
④会場 ニュージーランド コロネットピークスキー場
⑤参加予定者 日本人男子・女子合計３００名
＊夏季雪上での競技会で技術の向上を目指す
＜ノルデックコンバインド競技＞
（1） 第１回全日本学生コンバインドチャンピオン大会 新規事業
①主催 全日本学生スキー連盟
②主管 名寄地方スキー連盟
③競技日程 平成２３年１２月 総裁未定
④会場 名寄ピアシリジャンプ場
⑤参加者 男子５０名
＊ノルデックコンバインド競技の個人チャンピオンを決定する
＜その他の大会＞
（１）第２６回全日本学生スキー技術選手権大会
①主催 （社）全日本学生スキー連盟
②主管 志賀高原スキークラブ
③競技日程 平成２４年２月 詳細未定
④会場 志賀高原熊の湯スキー場
⑤参加予定人数 男子・女子合計５０名
＊全日本スキー技術選手権大会の予選を兼ねる
（２）２０１2全日本学生スノーボード大会
①主催 （社）全日本学生スキー連盟
②競技日程 平成２４年３月 詳細未定
③会場 新潟県 上越国際スキー場
④参加予定人数 男子・女子合計２０名
＊学生スノーボードの普及
（３）第５４回 全日本学生スキー夏季競技会
①主催 （社）全日本学生スキー連盟
②競技日程 平成２４年７月 詳細日時未定
③会場 未定
④参加者予定人数 関東地区 加盟大学スキー部 ２５校
＊日頃のトレーニング成果発表と大学間の親睦を目的とする
（４）第８２回 全関西学生スキー選手権大会
①主催 全関西学生スキー連盟、（社）全日本学生スキー連盟
②後援 新潟県スキー連盟、朝日新聞社
③競技日程 平成２４年３月 詳細未定
④会場 新潟県妙高市
⑤参加予定人数 男子・女子合計４５０名
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国内・国際競技会の代表者の選考及び派遣

（１）国内競技会 アルペン競技 ＦＩＳ大会（約３０大会）、
ＳＡＪ－Ｂ級大会（約２５大会）、全日本選手権大会の推薦者の派遣
①期日 平成２３年１２月～平成２４年４月
②参加予定人数 男子１、８００名 女子１，０００名
（２）第４９回全日本スキー技術選手権大会への学生選手の推薦と派遣
①期日 平成２４年３月
②場所 長野県 白馬村
③参加人数 男子５名、女子５名、合計１０名

4．

合

宿

＜海外合宿＞
（１）クロスカントリー海外合宿
①期間 平成２３年１１月
②場所 フィンランド
③参加予定人数 男子・女子合計１５名
＊シーズン当初の雪上トレーニングとユニバーシアードに向けた競技力向上対策を実施。
ＦＩＳカレンダーによりＦＩＳレース参戦も実施予定。
（２）アルペン海外合宿
①期間 平成２４年１月
②場所 韓国
③参加予定人数 男子・女子合計６名
＊スピード系種目の強化及びＦＩＳレースに参加
＜国内合宿＞
（１）ジャンプ強化合宿２
①期間 平成２３年１２月
②場所 北海道 名寄
③参加予定人数 男子４名・女子４名
（２）コンバインド強化合宿
①期間 平成２３年１０月
②場所 新潟県 妙高
③参加予定人数 男子４名
（３）全日本スキー技術選手権大会強化合宿
①期間 平成２３年３月
②場所 長野県 白馬村
③参加人数 男子６名、女子６名、合計１２名
（４）スノーボード強化合宿
①期間 平成２4年３月
②場所 新潟県 上越国際スキー場
③参加人数 １０名

5． 講習会
（１）クロスカントリーバッチテスト
①期間 平成２３年１２月
②場所 北海道 音威子府
③参加予定人数 １５名
＊クロスカントリーの技術習得とともに、資格取得を促進し、将来の指導者の拡大を目指す
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（２）ＳＡＪ１級・２級アルペン級別テスト
＊第２６回 全日本学生スキー技術選手権大会に併設
①検定日 平成２４年２月
②場所 長野県 志賀高原熊ノ湯
③参加予定人数 男子・女子合計１０名
＊アルペン基礎スキーの技術習得により、資格取得を促進し、将来の指導者の野拡大を目指
す

6． 指導者の育成
（１）スキー準指導員講習会・検定会
①期間 平成２４年３月
②場所 長野県 志賀高原熊の湯
③参加予定人数 ３５名
＊SAJ公認スキー指導者としての資格取得
（２）スキー検定員（B・C級）研修会・検定会
①期間 平成２４年３月
②場所 長野県 志賀高原熊の湯
③参加予定人数 ５名
＊SAJ公認スキー指導者としての資格取得

7． 出版物の刊行
（１）２０１１学生スキー年鑑（Ｎｏ．１４）の発行
①発行時期 平成２３年１１月
②発行予定部数 ３００冊
＊連盟の1年間の活動をまとめ加盟大学スキー部に配布また、スキー関連先に送付し連盟の活
動を広くピーアールする

8． 会議
（１）社員総会
①平成２４年度上期定例社員総会
日時 平成２３年１１月
日時、場所未定
②平成２４年度下期定例社員総会
日時 平成２４年７月
日時、場所未定
＊議事録を作成し、議長及び議事録署名人２名が署名捺印し保存する
（２）理事会
①第１回理事会
日時 平成２３年１０月 詳細未定
②第２回理事会
日時 平成２３年１２月 詳細未定
③第３回理事会
日時 平成２４年４月
詳細未定
④第４回理事会
日時 平成２４年６月
詳細未定
＊議事録を作成し、議長及び議事録署名人２名が署名捺印し保存する
＊緊急時は持ち廻り理事会を開催する
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（３）学生委員会
①日時 平成２３年１１月 詳細未定
＊加盟大学学生を招集し，全日本学生スキー選手権大会の開催要領を中心とし、連盟の行事
等
を説明する
以上
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