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NASTARRACE と N-POINT RACE について 

NASTAR RACE とは National Standard Race の略で

『全国標準のレース』の意味です。 

N-POINT RACE(エヌ・ポイントレース)は、 

『アルペンスキー競技の楽しさの普及』 

『ユース/キッズ世代が世界を目指すきっかけ』 

『地域スキー大会の活性化』 

を目的としています。 

 近年、地域大会が減少し SAJや都道府県等の公認大会と併催で「公認大会」の呼称が重複する事がありました。参加者により分かりやすく、ナスターレースポイ
ントが付与される大会として認識してもらう為に 2019-2020シーズンより「ナスターレース公認大会」から「N-POINT RACE」へ名称を変更しました。 



 
  02 N-POINT RACE の目的 

選手 ID 
登録 

●全国のN-POINT RACEでN-
POINTを算出します。 

●全国各地で N-POINT RACE
が開催されることで、選手や
親御さんの負担が少なくな
ります。 

●既存の大会に N-POINT シ
ステムを導入するだけで簡
単に開催する事ができます。 

主催大会 地域大会 

●N-POINT RACE で獲得した 
N-POINT がナスターレース
協会主催大会での、スタート
順に反映されます。 

●主催大会として、U14/U16
の FIS レース、U8-U12 全国
大会(ジャパンカップ)、U8-
U16 北海道大会(ドリームグ
ランプリ)が開催されます。 

海外大会 

●主催大会の成績上位者を世界
各国の選手が集う FISチルド
レンウィスラーカップ(カナ
ダ)へ日本代表として派遣し
ます。 

●FIS 対象年齢前の 12 歳から
15 歳を対象とした国際レー
スで、肉体的な成長途中にあ
る子供達に適切なコースセッ
ト、健全な育成、国際交流を
目的に実施しています。 

●ナスターレース協会のホー
ムページで選手 ID登録がで
きます(無料)。 

●選手 ID 登録者のポイント、
成績管理、全国ランキング
へ反映されます。選手 ID 登
録をしていなとポイントは
反映されません。 

 アルペンスキー大会は全国各地で開催されています。しかし大会によって、コース長、旗門数、雪質、斜度、天候が異なるため、同じ大会に出場して
いない選手との比較はできません。ナスターレース協会では、ゼロ基準となる国内トップ選手をナショナルペースセッターに任命し、ナショナルペース
セッターと大会出場選手とのタイム差をパーセントに置き換えた「N-POINT」を算出します。完走した選手には N-POINTが付与され、日本のどの地域
にいても各年代の全国ランキングを知る事が出来ます。N-POINTをもとに選手やコーチは、目標設定をする事ができ、間接的ながらアルペンスキー選
手強化の一端を担う役割を果たします。 
 さらに N-POINTは、ナスターレース協会主催大会ではスタート順に反映されます。また、主催大会の成績上位者はウィスラーカップ(カナダ)に日本
代表として派遣されます。これにより、選手の地元で開催されている「N-POINT RACE」から「ユース世代の世界最高峰 FIS ユースレース」までを繋
ぎ、地域スキー大会の活性化と大会の付加価値向上を図ります。 



  03 N-POINT (ナスターレースポイント) 

 例えば、ペースセッティングトライアルにおいて、ナショナルペースセッターのタイムが２５秒で、ペースセッターAさんのタイムが３０秒だったと
します。ナショナルペースセッターのナスターポイントは０「ゼロ」なので、ペースセッターAさんのナスターポイントは３０秒÷２５秒＝１．２０と
なり、ナスターポイント２０となります。（小数点以下２桁がポイントとなります。） 
 ペースセッターA さんが前走をつとめる N-POINT RACE での滑走タイムが３９秒なら、ナショナルペースセッターがその大会で滑走した場合のタイ
ム（パータイム）は３９秒÷１．２０（２０ポイント）＝３２．５秒となります。 
 上記を基準とし、ペースセッターAさんが前走をつとめる N-POINT RACEで、B 選手のタイムが４０秒だった場合、B選手の N-POINTは、４０秒÷
３２．５秒＝１．２３（２３ポイント）となります。 
 
 ナショナルペースセッターが全 N-POINT RACE のペースセッターを行うことは不可能なので、各大会のペースセッターがナショナルペースセッター
の代役（橋渡し役）となります。ナスターレース協会では２０００年に第１回全国大会を開催して以来、１６歳未満のアルペンスキー選手へのナショナ
ルランキングの可視化といったアルペンスキー選手強化の仕組み作りにいち早く着手し実践してまいりました。ナスターレース選手ＩＤを取得したすべ
ての選手に「目標と夢」を与える事ができるのが、N-POINT RACE です。 

ポイントの算出はどうやっているの？ 

■１■ ナショナルペースセッターを決めます。例年、(公財)全日本スキー連盟に選出を依頼しています。 
■２■ ナショナルペースセッターと N-POINT RACE 各大会主催者から派遣されたペースセッターのタイム計測会「ペースセッティングトライアル」

を実施します(北海道/関東甲信越/東北)。ナショナルペースセッターのタイムを N-POINT=0 ポイントとし、各ペースセッターの N-POINTを
算出します。  

■３■ ペースセッティングトライアルに参加したペースセッターは、N-POINT RACE 当日に前走してパータイム（ナショナルペースセッターが滑走
した場合のタイム）を逆算します。  

■４■ パータイムから参加者の N-POINTを算出します。  
 
 各大会のペースセッターは、ナショナルペースセッターと N-POINT RACE出場者とのタイム差を比べるため、また、全国の仲間達との差を公平にポ
イント化するための重要な橋渡し役となります。 

具体的な算出方法は？ 



 
 
 

  

04 N-POINT RACE 導入にあたって 

ペースセッティング 
トライアル 

●12月下旬から1月上旬に開催
されるペースセッティングト
ライアルにペースセッターを
派遣して下さい。 

●交通費・宿泊費等の費用は各
自ご負担ください。 

1 大会当日 
ペースセッター前走 

●大会当日は、コース毎にぺース
セッターによる前走をお願い
します。 

●前走が出来るよう大会スケジ
ュールの調整をお願いします。 

2 リザルトデータ 
の送信 
 

●大会終了後のリザルトデータ
の送信をお願いします。提出
内容と手順については、後日
お知らせいたしますので対応
をお願いします。 

3 大会要項/申込書 

●大会要項に N-POINT RACE ロゴ
の掲載をお願いします。 

●大会申込書にナスターレース ID
番号記入欄と生年月日欄(西暦)を
設けて下さい。 

※その他、協会からの掲載依頼にご
協力をお願いします。 
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機密保持契約書 

●ナスターレース選手 ID の正
誤を確認するために N-
PIONT システムにログイン
し閲覧できます。個人情報保
護のため機密契約書の取り交
わしをお願いします。 

5 運営協力費 

●N-POINT システム維持管理費と
して運営協力費のご協力をお願い
します 
1 次募集(09 月 30日) 
2 次募集(10 月 28日) 
3 次募集(12 月 09日) 
1 大会 2万円/2 大会以上 3 万円 

●大会終了後に請求書を郵送させて
いただきます。 

6 高校 1年生早生まれ 

●

7 協力依頼 

●協会からの配布物や印刷物など、
来場者が自由に手に取れるとこ
ろへ置いて頂く様、ご協力をお願
いします。 

●協賛企業からの要望があった場
合、可能な範囲でご協力をお願い
します。(例：横断幕の設置、サン
プリングなど。） 
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 N-POINT RACEを開催するにあたって、新たに大会を企画する必要はありません。既に行われているレースを N-POINT RACEとするだけです。基本
的に「大回転」種目を N-POINT RACE とします。 

◆当協会のホームページにて N-POINT RACE一覧を公開します。貴大会の大会要項、大会ホームページ URL、リザルトをお送りいただき、掲載させて頂きます。 



 
 
 
 
 
 
 
 

05 N-POINT STADIUMについて 

【概要】 
 開催条件の異なる日本各地の大会格差をなくすことができる N-POINT の特性を生かし、全国各地で開催されて
いる N-POINT RACE で獲得した N-POINT を各年代でランキング化し全国各地のライバルと順位を競います。 
選手は N-POINT スタジアム専用サイトから事前にオンラインでエントリーし、実際に N-POINT RACEに出場しま
す。 
N-POINT RACE で獲得した N-POINT がクラス毎にランキング化されシーズン終了後にオンライン表彰(プロフィ
ール紹介)されます。 
 

【表彰・特典】(予定) 
 各クラス 1 位から 3 位の選手特典として、オリジナルアワード T シャツの贈呈と、公益財団
法人ゴールドウイン西⽥東作スポーツ振興記念財団が実施しているアウトドアスポーツの次世
代への普及・振興および競技力向上に関わる助成事業の 2023 年度申請時(2022 年 11 月予定)に
必要な所属団体推薦状を当協会にて作成させて頂きます。(尚、申請は各自にて実施) 

特設サイト 
URL >>> https://n-stadium.com/npstadium/top.html 
 

公益財団法人ゴールドウイン西⽥東作スポーツ振興記念財団 
URL >>> https://www.goldwin-zaidan.or.jp/ 

※皆様が開催する N-POINT RACEがベースでランキング化されます。 

https://n-stadium.com/npstadium/top.html
https://www.goldwin-zaidan.or.jp/

