**************************************************************************************
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022
23rd GOLDWIN NASTARRACE YOUTH JAPAN CUP
最終案内をさせていただきます。
**************************************************************************************
≪開催日≫ 2022 年 3 月 10 日(木) FIS U14/U16 大回転種目
2022 年 3 月 11 日(金) FIS U14/U16 回転種目
2022 年 3 月 12 日(土) U14/U16 パラレル種目
2022 年 3 月 13 日(日) U8～U16/トライアル U8～U10 大回転
≪会場≫ 苗場スキー場（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。
●3 月 09 日（水）
15:00 まで

FIS ジャパンカップ出場選手 ボードコントロール完了 ※オンライン。本書類下部を参照。

16:00 以降

3 月 10 日プログラムをナスターレース協会 https://fiscroc.jp/jc2022/ に公開

17:00

大回転種目・チームキャプテンミーティング(オンライン／YouTube NASTARRACE JAPAN にて配信)

●3 月 10 日（木） FIS U14/U16 大回転種目
06:30

受付 健康チェックシート／アスリート宣誓書提出／BIB 配布
※マルモラーダ(苗場プリンスホテル 6 号館 レストラン階)

06:30

リフト券販売開始（N プラトー 又は プリンスホテル 3 号館リフト券販売所）

07:00

リフト運行開始

08:00～08:45

1 本目インスペクション(各クラス時間差をつけて実施)

09:00～

1 本目競技開始 ※詳細は大会前日 16 時以降に当協会ウェブサイトに掲載

13:45

競技終了予定

14:15～

表彰式（フィニッシュエリア）

16:00 以降

3 月 11 日プログラムをナスターレース協会 https://fiscroc.jp/jc2022/ に公開

17:00～

回転種目・チームキャプテンミーティング(オンライン／YouTube NASTARRACE JAPAN にて配信)

●3 月 11 日（金） FIS U14/U16 回転種目
06:30

受付 健康チェックシート／BIB 配布 マルモラーダ(苗場プリンスホテル 6 号館 レストラン階)

06:30

リフト券販売開始（N プラトー 又は プリンスホテル 3 号館リフト券販売所）

07:00

リフト運行開始

08:00～08:45

1 本目インスペクション(各クラス時間差をつけて実施)

09:00～

1 本目競技開始 ※詳細は大会前日 16 時以降に当協会ウェブサイトに掲載

13:45

競技終了予定

14:15～

表彰式（フィニッシュエリア）

16:00 以降

3 月 12 日プログラム・スタートリストをナスターレース協会 https://fiscroc.jp/jc2022/ に公開

17:00～

パラレル種目・チームキャプテンミーティング(オンライン／YouTube NASTARRACE JAPAN にて配信)

●3 月 12 日（土） U14/U16 パラレル種目
06:30

受付 健康チェックシート／BIB 配布 マルモラーダ(苗場プリンスホテル 6 号館 レストラン階)

06:30

リフト券販売開始（N プラトー 又は プリンスホテル 3 号館リフト券販売所）

07:00

リフト運行開始

08:00～08:30

インスペクション(各クラス時間差をつけて実施)

09:00～

1 本目競技開始
※詳細は大会前日 15 時以降に当協会ウェブサイトに掲載されるプログラムをご確認下さい。

13:00

競技終了予定

13:30～

表彰式（フィニッシュエリア）

16:00 以降

3 月 13 日プログラム・スタートリストをナスターレース協会 http://nastarrace.jp/ に公開

17:00～

23rd ジャパンカップチームキャプテンミーティング
(オンライン/YouTube NASTARRACE JAPAN にて配信)

●3 月 13 日（日） U8～U16/トライアル U8～U10 大回転種目
06:30

受付 健康チェックシート提出／BIB 配布 マルモラーダ(苗場プリンスホテル 6 号館 レストラン階)

06:30

リフト券販売開始（N プラトー 又は プリンスホテル 3 号館リフト券販売所）

07:00

リフト運行開始

08:00～08:40

インスペクション(※各クラス時間差をつけて実施)

09:00～

競技開始 ※詳細は大会前日 16 時以降に当協会ウェブサイトに掲載

12:50

競技終了予定

13:30

表彰式（フィニッシュエリア）

【U14/U16 選手へお知らせ】
・U14 ⇒ 1 本制から 2 本制に変更。(1 本目完走者は全員が 2 本目に出場可能。)
・U16 ⇒ 2 本目は 1 本目の完走者全員が出場可能。
【FIS レース U14/U16 選手へのお願い① ボードコントロール(出走意思確認)】
FIS レースのルールに準じ、3 月 9 日 15 時までに下記 URL より 3 日間(3 月 10 日～12 日)ボードコントロール(出走意思確
認)を行ってください。ボードコントロールがされない場合は出走出来ません。
ボードコントロール URL >>> https://forms.gle/rGUVxLgBaLdwKqo66
※都合により競技 2 日目(3 月 11 日)以降に出場できなくなった場合は、下記の時間内に再度ボードコントロールで「出場し
ない」を選択してください。
3 月 11 日回転種目に出場しない場合⇒3 月 10 日 9 時～15 時の間
3 月 12 日パラレル種目に出場しない場合⇒3 月 11 日 9 時～15 時の間
※3/13（日）出場選手はボードコントロール不要です
【選手へのお願い② アスリート宣誓書、健康状態チェックシート提出】
出場選手は毎日、受付での BIB 受け取り前に、アスリート宣誓書と健康状態チェックシートの提出をしてください。用紙は
以下からダウンロードできます。提出しない場合は大会出場が出来ません。アスリート宣誓書は FIS ジャパンカップに出場
する選手のみ 3 月 10 日の受付で提出してください。
健康状態チェックシート https://fiscroc.jp/pdf/Health_checksheet_2022.pdf
アスリート誓約書 https://fiscroc.jp/pdf/Athletes_declaration_2022_jp.pdf

【コーチ、親権者へのお願い 健康状態チェックシート提出】
第 8 高速リフトに乗車しスタートエリアへ上がる場合は、必ず本部テントまたは、BIB 配布場所に「健康状態チェックシート」
を提出し「第 8 高速リフト乗車許可証」を受け取ってリフト乗車の際は係員に提示してください。リフト乗車には別途リフト券
の購入が必要です。
健康状態チェックシート https://fiscroc.jp/pdf/Health_checksheet_2022.pdf
【チームキャプテンミーティング】
ナスターレース協会 YouTube（NASTARRACE JAPAN を検索）にて配信しますので、チームキャプテン、コーチ、親権者、
選手は視聴してください。ミーティング中の質問はメールにて受け付けます。(information@nastarrace.jp )
各日 16:00 頃からチームキャプテンミーティング開始(17:00)までの間に、プログラムをナスターレース協会ホームページに
公開しますので、予めご参照のうえご視聴ください。
≪ビブ配布≫
競技日当日朝に、苗場プリンスホテル 6 号館レストラン階 マルモラーダにて実施します。
アスリート宣誓書・健康状態チェックシート提出後にご自身でビブ、参加賞を受け取っていただきます。
密を避け、スムーズな受付を行っていただくため、事前に、ウェブにてご自身のナンバーを確認してください。
≪新型コロナウイルス感染症対策について≫
本競技会は「ＳＡＪ競技会新型コロナウイルス感染対策ガイドライン」に沿って行います。下記リンク先よりご確認いただき
ご周知の程よろしくお願い致します。
http://www.ski-japan.or.jp/general/35824/
・手指の消毒をお願いします。
・ホテル・レストハウス・テント等の屋内では、マスクを必ず着用してください。
・屋外や滑走中・インスペクション中も常にマスク又はネックチューブを必ず着用してください。
・大声での会話や応援は控えてください。
・特にスタートエリアやフィニッシュエリアでは、他者との距離をできるだけ 2m 以上空けてください。
・スキー場やホテルの感染対策の指示に従ってください。
<<表彰式>>
各クラス 1 位～6 位。表彰対象者とコーチ又は親権者 1 名が表彰式へ出席可能です。大きな声での会話や声援をせず、
大きな拍手で選手をたたえてください。
≪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。（第 3 ゲレンデ）
≪割引リフト券≫
・中学生以上の参加者には、3 月 9 日から利用可能なリフト割引券を本メールに添付しております。
プリントアウトして、必要事項を記入の上、3 月 9 日 7 時 30 分～ 3 月 10 日～13 日 6 時 30 分～ にて購入してください。
※翌日から使用のリフト券を前日に購入することはできません。ご注意ください。

≪注意事項≫
※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。詳細な注意事項は、ホームページに公開する資
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 一般ゲレンデを滑走する場合は、低速で滑走し他のお客様との事故等にくれぐれもお気をつけ下さい。
③ インスペクションはビブを必ず着用して下さい。
④ 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。
⑤ コース状況をみて随時、雪面硬化剤を使用します。
⑥ 競技コース内のコーチ定位置はジュリーメンバーの指示に従ってください。
⑦ 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。
⑧ 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、受付テントに返却してください。
⑨ 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。
⑩ 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。
≪パラレルルール≫
パラレル種目はナスターレースオリジナルルールにより開催します。
ルールの詳細はナスターレース協会のホームページ(http://nastarrace.jp/parallelrule/)にてご確認ください。
≪YouTube 配信≫
大会期間中、競技の模様を YouTube にて配信します。 NASTARRACE JAPAN で検索してください。
≪大会 web サイト≫
ナスターレース協会 http://nastarrace.jp/
U14-U16

FIS YOUTH JAPAN CUP

https://fiscroc.jp/2022/

U8-U12

JAPAN CUP

http://nastarrace.jp/japancup2022/

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
********************************************

