**************************************************************************************
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2020
お申し込みいただきありがとうございます。最終のご案内をさせていただきます。
**************************************************************************************
≪開催日≫ 2020 年 2 月 27 日（木）〜3 月 1 日（日） 大回転競技、回転競技、パラレル競技
≪会場≫ 苗場スキー場特設会場（新潟県）/ 新潟県南魚沼郡湯沢町三国 / TEL.025-789-4117
http://www.princehotels.co.jp/ski/naeba/
≪暫定スケジュール≫ ※チームキャプテンミーティングで正式なタイムスケジュールを発表します。
●2 月 26 日（水）
15:00〜18:00

受付 アスリート宣誓書提出／コースオープン用 BIB 配布／リフト割引券配布
6 号館 2 階・小会議室

●2 月 27 日（木） コースオープン
7:00〜

受付 アスリート宣誓書提出／コースオープン用 BIB 配布／リフト割引券配布
6 号館 2 階・小会議室

7:45

リフト券販売開始（第 1 ゴンドラ下）

8:00

リフト運行開始

8:15

コースオープン用 BIB 配布終了

9:00〜12:20

コースオープン（インスペクション〜後滑走）
※進行順は受付でタイムスケジュールをご確認下さい。

16:00

アスリート宣誓書提出締切

6 号館 2 階・小会議室

16:30

チームキャプテンミーティング／BIB 配布 5 号館 2 階・三国
※出場選手は必ず会場にてボードコントロール（出走確認）をして下さい。

18:00〜20:00

ウェルカムパーティー 6 号館 2 階・清津

●2 月 28 日（金） 大回転競技
7:00

リフト運行開始

7:50〜8:20

U16 インスペクション

8:00〜8:30

U14 インスペクション

8:50〜

競技開始 ※競技進行順は TCM で配布するタイムスケジュールをご確認下さい。

13:40

競技終了予定

14:15〜

表彰式（フィニッシュエリア）

16:30〜

チームキャプテンミーティング／BIB 配布 5 号館 2 階・三国

●2 月 29 日（土） 回転競技
7:00

リフト運行開始

7:20〜7:50

U14 インスペクション

7:30〜8:00

U16 インスペクション

8:30〜

競技開始 ※競技進行順は TCM で配布するタイムスケジュールをご確認下さい。

14:15

競技終了予定

14:45〜

パラレル競技出場者発表・表彰式（フィニッシュエリア）

16:30〜

チームキャプテンミーティング／BIB 配布 5 号館 2 階・三国

18:00〜

（ナショナルエントリーチーム対象）FIS 総合表彰式

●3 月 1 日（日） パラレル ★2/28 と 2/29 の合計タイム順位 上位男子 30 名・女子 20 名★
7:00〜

リフト券販売（第 1 ゴンドラリフト券売場）

7:30

選手リフト乗車（第 8 高速リフト）

8:10〜8:40

インスペクション

9:00〜

競技開始 ※競技進行順は TCM で配布するタイムスケジュールをご確認下さい。

14:45〜

表彰式（フィニッシュエリア）

★★★注意★★★必ずお読みください
≪アスリート宣誓書≫
出場する全選手は、アスリート宣誓書の提出が必要です。下記よりアスリート宣誓書をダウンロードし、必要事
項を漏れなく記入の上、現地大会本部にて原本を提出して下さい。提出しない場合は、コースオープン、本競技
会へ出場が出来ません。
https://fiscroc.jp/pdf/Athletes̲declaration̲jp.pdf
アスリート宣誓書 提出時間 2 月 26 日 15:00〜18:00 2 月 27 日 7:00〜16:00 6 号館 2 階・小会議室
≪2 月 27 日コースオープン≫
コースオープンに参加するには、受付が必要です。受付後、コースオープン用の BIB を受け取って下さい。
受付の際に必ずアスリート宣誓書を提出して下さい。
★コースオープン受付時間

2 月 26 日 15:00〜18:00

2 月 27 日 7:00〜8:15 6 号館 2 階・小会議室

≪チームキャプテンミーティング≫
出場選手のチームキャプテン、コーチ、親権者又は選手の方は必ずチームキャプテンミーティングに出席し、必
ずボードコントロール（出走確認）を行ってください。
ボードコントロールが出来ない場合、チームキャプテンミーティング開始までに、電話（070-5566-8673）、また
は電子メール（information@nastarrace.jp）で確認された場合のみ、ドローを行います。
ボードコントロールがされない場合は出走出来ません。
≪パラレル競技出場者の定員≫
①各クラス大回転(2 月 28 日)と回転(2 月 29 日)の合計タイム順位より、上位男子 30 名・女子 20 名に出場権利
を与えます。出場辞退の選手がいた場合は、次点の選手に委譲されます。2 月 29 日の競技終了後に発表となりま
す。
②ただし、大回転と回転どちらか１種目で３位までに入賞していれば、合計タイム順位に入らなかった場合でも、
ワイルドカード枠として出場権利を与えます。この場合、出場辞退の選手がいても繰り上がりはありません。
≪大会コース≫
2016 ワールドカップアルペンコースを使用します。
（男子リーゼンコース〜第 3 ゲレンデ）

≪割引リフト券≫
・中学生以上の参加者には、2 月 27 日から利用可能なリフト割引券を、受付にてお渡しします。
★★リフト券割引販売は、2 月 27 日 7 時 45 分〜第一ゴンドラ下です。前日販売はありません。★★
≪注意事項≫
※詳細な注意事項は、チームキャプテンミーティングにて配布する資料を必ず確認して下さい。
①指定ゲレンデ以外、指定時間外での高速滑走を禁止します。発見した場合、リフト券を没収します。
②インスペクションはビブを必ず着用して下さい。
③デフ（聴覚障がい）選手のスタート合図は、スタート審判が 30 秒前、10 秒前・5・4・3・2・1 と指を使って行
います。
④コース状況をみて随時、雪面硬化剤を使用します。
⑤競技コース内のコーチ定位置（コーチボックス）はラインで区分けさせていただきます。
⑥ゴールエリアとプリンスホテルの間は多くの人が往来しています。特に第 2 ゲレンデを滑走して第 8 高速リフ
トに向かう場合には、必ず減速してゴールエリア前を通過して下さい。また、スキーを放置すると、一般のお
客さんに迷惑がかかりますので、必ずスキー置き場に置いて下さい。
⑩ゴールエリア出口でビブを回収します。途中棄権をした場合、本部テントに返却してください。
⑪全コース、シングルゲートにて実施します。第 1・最終・ディレード旗門にはアウトポールが立ちます。
⑫滑走中に妨害を受けて再レースを申請する場合、すぐにレースを中断してコース役員に申し出て下さい。
ゴールしてしまうと再レースすることが出来ません。
⑬第 8 高速リフト降り場付近は、一般のお客様も通過します。指定された場所に荷物を置いて下さい。
⑭競技運営（コース整備やポールセット）にご協力を頂けるコーチの方にのみ、第 3・第 8 高速リフトが乗車可
能なコーチＩＤを発行いたします。受付時に主審（当日の場合、受付係）に申請して下さい。※数に限りがご
ざいます。
≪その他≫
※スケジュールは天候、その他の状況により変更する場合があります。チームキャプテンミーティングにて
配布する資料を必ず確認して下さい。
※一般ゲレンデを滑走する場合は、他のお客様との事故等にくれぐれもお気をつけ下さい。
皆様のご来場、心よりお待ち申しあげます。
********************************************
NPO 法人ナスターレース協会
TEL：03-3481-7146
e-mail：information@nastarrace.jp
********************************************

