
SAK2020年度　準指導員検定会　認定指導員検定会　スタートリスト

○認定スキー指導員検定（前半実施種目）

3/28
9:30～10:30

3/28
9:50～10:50

ビブ 協会 クラブ名 氏名 総合滑降 プルーク 横滑り 中回り
64 伊勢原 山とスキーの会 ▼
65 川崎 川崎ユーベルスキークラブ

66 横浜 エバースノー横浜SC ▼
67 川崎 川崎スキークラブ
68 横浜 マイティドルフィンスキークラブ ▼
69 横浜 マイティドルフィンスキークラブ ▼
70 横浜 横浜アドバンススキークラブ

認定の後に準指 認定の後に準指 認定の後に準指 認定の後に準指

1～61
33～61、
1～32

9～61、
1～8

41～61、
1～40

17～61、
1～16

1～61
25～61、
1～24

57～61、
1～56

○スキー準指導員検定 A班 B班 A班 B班 A班 B班 A班 B班

ビブ 協会 クラブ名 氏名 総合滑降 基礎パラ展開 大回り プルーク シュテムターン 不整地小回り 横滑りの展開 基礎パラ小回り
1 伊勢原 山とスキーの会 ▼ ▼
2 三浦 スノーラヴァーズ
3 三浦 スノーラヴァーズ
4 相模原 サンタクロース
5 横浜 ヴァルトスキークラブ

6 川崎 川崎スキークラブ
7 愛川 こまくさ　クラブ

8 横浜 日立システムズスキー部

9 藤沢 藤沢スキークラブ ▼
10 相模原 ヴィヴァントスキークラブ

11 横浜 横浜市教職員スキー同好会

12 綾瀬 綾瀬中央スキークラブ

13 横浜 横浜スポーツマンクラブ

14 横浜 横浜市教職員スキー同好会

15 横浜 ハマスキークラブ
16 鎌倉 かまくらスキークラブ

17 平塚 平塚スキークラブ ▼
18 横浜 日立システムズスキー部

19 小田原 アールベルグスキークラブ

20 小田原 神奈川雪友スキークラブ

21 川崎 ＮＥＣ玉川スキー部
22 藤沢 荏原スキー部
23 川崎 ジャンボスキークラブ

24 横浜 エバースノー横浜Ｓ．Ｃ

25 綾瀬 海上自衛隊厚木スキークラブ ▼
26 横浜 横浜緑スキークラブ
27 藤沢 荏原スキー部
28 相模原 スキークラブ・カメ
29 横浜 横浜スキー同好会
30 横浜 横浜スポーツマンクラブ

31 綾瀬 海上自衛隊厚木スキークラブ

32 小田原 神奈川雪友スキークラブ

33 藤沢 藤沢スキークラブ ▼
34 横浜 日揮株式会社スキー部

35 横浜 K-relation Ski Club
36 川崎 川崎スキークラブ
37 横浜 ユーベルスキークラブ

38 川崎 Diamond Dust Ski Club

39 相模原 山びこクラブ
40 逗子 逗子スキークラブ
41 横浜 ドルフィンスキークラブ ▼
42 横浜 マイティドルフィンスキークラブ

43 横浜 日立システムズスキー部

44 横浜 神奈川大学スキークラブ

45 川崎 ジャンボスキークラブ

46 相模原 ヴィヴァントスキークラブ

47 小田原 小田原スキークラブ

48 川崎 ウィ・スキークラブ
49 平塚 平塚スキークラブ
50 平塚 平塚スキークラブ
51 藤沢 ビッグクラウドスキークラブ

52 川崎 その他
53 横浜 横浜スキー同好会
54 横浜 横浜ペガサススキークラブ

55 横浜 雪浜スキークラブ
56 平塚 平塚スキークラブ
57 平塚 平塚スキークラブ ▼
58 厚木 厚木スキークラブ
59 大和 まつりスキークラブ
60 平塚 平塚スキークラブ
61 藤沢 荏原スキー部

○認定スキー指導員検定（後半実施種目） 準指32番の後 準指16番の後

ビブ 協会 クラブ名 氏名 滑走プルーク シュテムターン
64 伊勢原 山とスキーの会
65 川崎 川崎ユーベルスキークラブ ▼
66 横浜 エバースノー横浜SC
67 川崎 川崎スキークラブ ▼
68 横浜 マイティドルフィンスキークラブ

69 横浜 マイティドルフィンスキークラブ

70 横浜 横浜アドバンススキークラブ

3/27
10:15～11：10

3/27
11:20～12:15

3/27
13:40～14:40


