
































































































































































































開催場所

(スキー場）
クラブ員
のみ

一　般
も　可

氏名 電話番号

開催場所

(スキー場）
クラブ員
のみ

一　般
も　可

氏名 電話番号

1 2021.2/21 2/21 大屋スキークラブ おおやスキー場 ○ 中島英幸 090-4644-2360

2 2021.2/28 2/28 奥神鍋スキースノーボードスクール奥神鍋スキー場 ○ 中川道彦 0796-45-2250

1 2020.12/28～29 12/29 イーグレットスキークラブ 八方尾根スキー場 ○ 中藤剛成 079-289-1259

2 2020.12/29 12/29 ERFOLGスキークラブ ハチ高原スキー場 ○ 中村成伸 090-8759-1181

3 2020.12/30～1/2 1/1 伊丹スノークラブ 栂池高原スキー場 ○ 岡本隆一 0798-32-3409

4 2021.1/3 1/3 このはなスキークラブ ハチ高原スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
knohana@kobeport.net

5 2021.1/10 1/10 ERFOLGスキークラブ ハチ高原スキー場 ○ 中村成伸 090-8759-1181

6 2021.1/11 1/11 神鍋スキークラブ アップ神鍋スキー場 ○ 飯田一正 090-4765-9147

7 2021.1/12～13 1/13 小代スキークラブ おじろスキー場 ○ 吉田正秀 0796-97-2556

8 2021.1/14 1/14 鉢伏スキークラブ ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

9 2021.1/16 1/16 鉢伏スキー学校 ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

10 2021.1/17 1/17 大屋スキークラブ おおやスキー場 ○ 都築五百助 090-3167-9288

11 2021.1/17 1/17 このはなスキークラブ ハチ高原スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
knohana@kobeport.net

12 2021.1/24 1/24 鉢伏スキー学校 ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8255

13 2021.1/23～24 1/24 神戸ＦＳＣ アップ神鍋(中央）スキー場 ○ 神鍋スキースクール 0796-45-0608

14 2021.1/30 1/30 相生銀嶺スキークラブ ばんしゅう戸倉スノーパーク ○ 今井　大 090-3496-5523

15 2021.1/31 1/31 奥神鍋スキースノーボードスクール奥神鍋スキー場 ○
奥神鍋スキースノーボー

ド　スクール 0796-45-2250

16 2021.1/31 1/31 ちくさス高原キー学校 ちくさ高原スキー場 ○
ちくさ高原
スキー学校

080-1423-5625

17 2021.1/31 1/31 このはなスキークラブ ハチ高原スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
konohana@kobeport.net

18 2021.2/7 2/7 村岡ハチ北スキークラブ ハチ北高原スキー場 ○ 坂本新作 090-1482-7109

19 2021.2/7 2/7 万場スキー学校 万場スキー場 ○ 万場スキー学校 0796-45-0704

20 2021.2/7 2/7 鉢伏スキー学校 ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

21 2021.2/7 2/7 大屋スキークラブ おおやスキー場 ○ 田中英之 090-4036-5431

22 2021.2/8～10 2/10 小代スキークラブ おじろスキー場 ○ 吉田正秀 0796-97-2556

23 2021.2/11 2/11 丹波市スキー協会 アップ神鍋スキー場 ○ 井垣康彦 090-7343-5855

24 2021.2/13～14 2/14 ホワイトヒーロー関西スキークラブ 奥神鍋スキー場 ○ 井垣尚也 090-1967-1256

25 2021.2/14 2/14 鉢伏スキー学校 ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

26 2021.2/14 2/14 ちくさ高原スキー学校 ちくさ高原スキー場 ○
ちくさ高原
スキー学校

080-1423-5625

27 2021.2/14 2/14 神戸ＦＳＣ アップ神鍋(中央）スキー場 ○ 神鍋スキースクール 0796-45-0608

28 2021.2/14 2/14 氷ノ山国際スキー学校 氷ノ山国際スキー場 ○
氷ノ山国際ス

キー学校
079-667-7220

29 2021.2/14 2/14 このはなスキークラブ ハチ高原スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
konohana@kobeport.net

30 2021.2/20 2/20 姫路スキー協会 氷ノ山国際スキー場 ○ 津村さとみ 090-2067-3404

31 2021.2/20 2/20 やまとよスキークラブ ハチ高原スキー場 ○ 後藤真也 090-8930-7186

32 2021.2/21 2/21 神鍋スキークラブ アップ神鍋スキー場 ○ 飯田一正 090-4765-9147

スキー

スノーボード

  2021年度　兵庫県スキー連盟主催　加盟団体講習・検定会一覧表

開催月日 検定日 加盟団体名
対象 問い合わせ先

  2021年度　兵庫県スキー連盟主催　加盟団体講習・検定会一覧表

開催月日 検定日 加盟団体名
対象 問い合わせ先



33 2021.2/23 2/23 鉢伏スキー学校 ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

34 2021.2/27～28 2/28 ベルスキークラブ 野沢温泉スキー場 ○ ベルスキークラブ
http://bellskiclub-
hyogo.iimdo.com/

35 2021.2/28 2/28 奥神鍋スキースノーボードスクール奥神鍋スキー場 ○
奥神鍋スキースノーボー

ド　スクール 0796-45-2251

36 2021.2/28 2/28 氷ノ山国際スキー学校 氷ノ山国際スキー場 ○
氷ノ山国際ス

キー学校
079-667-7220

37 2021.2/28 2/28 このはなスキークラブ ハチ高原スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
konohana@kobeport.net

38 2021.3/4 3/4 大屋スキークラブ おおやスキー場 ○ 中島英幸 090-4644-2360

39 2021.3/6～7 3/7 小代スキークラブ おじろスキー場 ○ 西村吉弘 0796-97-2556

40 2021.3/7 3/7 村岡ハチ北スキークラブ ハチ北高原スキー場 ○ 小掠久徳 090-883-7056

41 2021.3/7 3/7 万場スキー学校 万場スキー場 ○ 万場スキー学校 0796-45-0704

42 2021.3/14 3/14 鉢伏スキー学校 ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

43 2021.3/14 3/14 氷ノ山国際スキー学校 氷ノ山国際スキー場 ○
氷ノ山国際ス

キー学校
079-667-7220

44 2021.3/20 3/20 鉢伏スキー学校 ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

45 2021.5/4 5/4 このはなスキークラブ 関温泉スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
konohana@kobeport.net

1 2021.1/30～31 1/31 奥神鍋スキースノーボードスクール奥神鍋スキー場 ○ 谷口明男 0796-45-0744

2 2021.2/20～21 2/21 鉢伏スキー学校 ハチ高原・ハチ北高原スキー場 テクニカルのみ ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

3 2021.2/20～21 2/21 ちくさ高原スキー学校 ちくさ高原スキー場 テクニカルのみ ○
ちくさ高原
スキー学校

080-1423-5625

1 2020.12/29 12/29 ERFOLGスキークラブ ハチ高原スキー場 ○ 中村成伸 090-8759-1181

2 2021.1/4 1/4 このはなスキークラブ ハチ高原スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
konohana@kobeport.net

3 2021.1/4 1/4 ERFOLGスキークラブ ハチ高原スキー場 ○ 中村成伸 090-8759-1181

4 2021.1/10 1/10 鉢伏スキークラブ ハチ高原スキー場 ○ 鉢伏スキー学校 079-667-8254

5 2021.1/10 1/10 ERFOLGスキークラブ ハチ高原スキー場 ○ 中村成伸 090-8759-1181

6 2021.2/14 2/14 氷ノ山国際スキー学校 氷ノ山国際スキー場 ○
氷ノ山国際ス

キー学校
079-667-7220

7 2021.2/21 2/21 このはなスキークラブ ハチ高原スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
konohana@kobeport.net

8 2021.2/28 2/28 氷ノ山国際スキー学校 氷ノ山国際スキー場 ○
氷ノ山国際ス

キー学校
079-667-7220

9 2021.3/14 3/14 氷ノ山国際スキー学校 氷ノ山国際スキー場 ○
氷ノ山国際ス

キー学校
079-667-7220

10 2021.5/5 5/5 このはなスキークラブ 関温泉スキー場 ○
このはなスキー

クラブ
konohana@kobeport.net

クラウン・テクニカル

ジュニア













ボタンがある場合は、該当申込先のボタンを押下、
チェックボックスになっている場合は、該当全てにチェックを
入れて申込一覧の下にある ボタンを押下。

※グループ申込（2人以上をまとめて申込む方法）については別途



デジエントリーを初めてご利用の方はこちら

デジエントリーのアカウントを既にお持ちの方はこちら

※ご家族やご友人のお申込を代理で行う場合、ご自身の
アカウントはご利用できません。必ず参加する本人の
アカウントでログインor新規登録をお願いいたします。

×よくある間違い
ご兄弟2人分のお申込に対し、まず長男のアカウントを作りお申込した後、
ご長男のアカウントの登録情報を次男の氏名と生年月日に書き換えお申込。
この場合、長男の申込情報が書き換えられ、次男が2つ申込したことに
なってしまいます。



（新規登録の場合）
※すでにアカウントをお持ちの場合はこちら＞＞＞

規約とプライバシーポリシーをお読みいただき、ご同意いただける

場合は「上記の利用規約及びプライバシーポリシーに同意する」に

チェックを入れ ボタンを押下。



項目を入力し ボタンを押下。

※電話番号は日中連絡が取りやすい番号でお願いいたします。

※携帯のメールアドレスの場合は受信設定を行わないとメールが
届かないケースが多いです。（特に@ezweb.ne.jp）
yahoo!メールやhotmailは迷惑メールフォルダに分類される場合が
あるようです。お持ちの場合はgmailの登録をお勧めいたします。



内容を確認し、修正がなければ ボタンを押下。



ここまではお客様情報の登録になり、この次の画面から、
先に選択したイベントのお申込となります。
まだ終了ではないので画面は閉じないで、

ボタンを押下。



オプションを
申込みたい場合は
ここから選択

オプションがある場合、希望があれば該当箇所にチェックし、
入力項目がある場合、項目を埋め（＊は必ず入力）、最後に
規約事項をお読みいただき、ご同意いただける場合は
「上記の利用規約及びプライバシーポリシーに同意する」に
チェックを入れ ボタンを押下。



申込先に間違いがないか確認し、他に申込するイベントがなければ、
画面下方の「お支払い方法の選択」から希望の ボタンを押下。

※お支払は「コンビニ」「ペイジー」「クレジット」の内、
主催者が許可した支払方法のみ表示されます。

※ポイントについてはこちら＞＞＞

※クレジットカードの場合、決済会社のページに移動し、
そこでカード情報を入力します。
（セキュリティの観点からカード情報は登録しませんので、
申込毎に入力が必要です）

※コンビニによって支払方法が異なります。
セブンイレブン、デイリーヤマザキ・ヤマザキデイリーストアー
サークルKサンクス(一部)は、払込票番号をお店のレジの方に
伝えるとレジに金額が表示されるので、確認しお支払。
その他は、お店の専用端末に払込票番号等を入力し、発行された
レシートをレジに持っていきお支払となります。
（ファミリーマートは20020という5桁の番号だけ先に入れて、
次の画面に進んだら12桁の番号を入れる必要があります）

他にも申込したいイベントがある場合は ボタンを
押下するとTOPページに戻るので、同じ操作を繰り返す。
（ログインしているので、新規登録やログインは不要）

https://dgent.jp/digi-entry-towa-point.asp


このように払込票番号がでれば仮申込完了です。
表示されている「お支払期限」までに決められたコンビニや
金融機関にてご入金ください。
クレジット決済の場合は正常に申込が完了したことが
表示されていれば本申込完了（申込確定）です。

※「お支払期限」までに入金のない場合は、キャンセル扱いと
させていただきます。
お支払期限が過ぎた払込票番号では再手続きできません。
ご入金されたい場合は、受付中であれば再度お手続きし、
新しい払込票番号にてご入金ください。

※定員のあるイベントの場合、お支払期限を過ぎた申込は、
定員枠から外れます。空いた定員枠への申込は先着順となります。

※この画面の表示後、および、ご入金時に控えのメールが
自動送信されます。届かない場合は、受信側でブロックされて
いるか迷惑メールに分類されています。
受信設定をその後に変更しても、自動送信メールは再送されません
ので、必要な場合はデジエントリーまでご依頼ください。




	表紙
	県連マーク・県連旗
	巻頭のことば
	兵庫県スキー連盟 競技部 2021行事予定
	兵庫県スキー連盟 教育部 2021行事予定
	近畿ブロック・全日本 2021行事予定
	兵庫県スキー連盟 総務部 2021行事予定
	役員・資格者
	加盟団体
	加盟番号
	フリートーク
	クロスカントリースキーとの出会い
	私のスキー人生
	ようやく合格しました・・・
	皆さんにとってのスキーの魅力ってなんですか？

	総務部だより
	兵庫県下のスキー場に於けるスキー傷害者等の調査
	競技部だより
	2021年度 競技部行事申込み方法・締切日一覧表
	国民体育大会要項
	第67回神鍋ジャイアントスラローム大会要項(案)
	第34回兵庫県ジュニア選手権大会要項 兼 鉢伏アルペンスキー大会（併催）
	兵庫県スキー連盟ポイントリスト
	2019年度～2020年度 主な競技会参加選手成績
	教育部だより
	2021年度教育部行事申込方法・締切日一覧表
	2021年度教育部行事要項
	第42回兵庫県スキー技術選手権大会
	第4回兵庫県スノーボード技術選手権大会 開催要項
	第4回近畿スキー技術選手権大会 開催要項
	第4回近畿スノーボード技術選手権大会 開催要項
	各種検定合格者
	各種検定及びバッジテスト料金表
	各大会成績
	兵庫県スキー連盟主催 加盟団体講習・検定会一覧表
	【兵庫県スキー連盟 スノーフェスタ 競技の部】第47回兵庫県スキー連盟クラブ対抗スキー大会 要項
	【兵庫県スキー連盟 スノーフェスタ 基礎スキーの部】
	デジエントリーによる申し込み一覧
	デジエントリー申込方法
	県連業務のお問い合わせ先



