
 

 

   PROGRAM / プログラム /PROGRAMM           L / 女子 / D ✓  M / 男子 / H ✓ 

Date / 日付 / Datum Site / 場所 / Ort Country / 国 / Land Event / 種目 

10/3/2023 Mt,Naeba / 苗場スキー場 Japan / 日本 SL 

Category / カテゴリー / Kategorie                   U14 ✓    U16 ✓ 

 Place / 場所 / Platz Time / 時間 / Zeit 

Radios / 無線機 / Funkgeraete 大会事務局 / Race Office 7:00 

Lift open / リフト運行 / Lift oeffnet Lift No,8/第 8 高速ﾘﾌﾄ 7:30 

Warmup and training area / ウォーミングアップエリア 

/Aufwaerm-und Trainingspiste 

2nd Gelende / 第 2 ゲレンデ 
Ski school Slalom Trail/ｽｸｰ
ﾙﾎﾟｰﾙﾊﾞｰﾝ 

7:30-8:30 

8:30- Only Free Ski 

終日/ フリースキーのみ 

Jury inspection / ジュリーインスペクション /  

Ort der Besichtigung Jury  

 8:00-8:30 

Jury / ジュリー / Jury 

TD / 技術代表 /  渡辺 淳浩(FIS) 

Chief of Race / 競技委員長 /  板垣 太郎(山形) 

Referee / 主審 /                        U14/U16 M 

                                       U14/U16 L 

内田 雄大(秋田) 
岡崎 若華（山形） 

Run / 本目 / Lauf 1st Run / 1 本目 / 1.Lauf 2nd Run / 2 本目 / 2.Lauf 

Course setter / コースセッター / Kurssetzer U16 U14 M Natress sandy（CAN） 
U16 U14 L 山川 純子（SAJ） 

U16 U14 M 小林 雄太（SAJ）
U16 U14 L 株木 充（山形）     

Inspection(one)  / イ ン ス ペ ク シ ョ ン  / 

Besichtigung(eine) 

U16 14 男子 8:25-8:55 
U16 14 女子 8:35-9:05 

U16 14 男子 11:30-12:00 
U16 14 女子 11:40-12:10 

Entry for racers closed / 入場制限 / 

Zutritt fuer Wettkaempfe geschlossen 

各組、開始から 10 分後に入場制限 

Coaches on place / コーチ配置 / Trainer am Platz 前走 10 分前までにコース内に入ること。 

Number of forerunners + (Starttime) / 

前走者数 前走スタート時間 / 

Anzahl + (Startzeit Vorlaeufer 1 ) / 

U16 U14 男子 9:17 
男子競技終了後 女子前走 
（3 名） 

U16 U14 男子 12:27 
男子競技終了後 女子前走 
（3 名） 

Start time no,1 / 競技開始時間 / Startzeit Nr,1 U16 男子 9:20  
引き続き U14 男子 
引き続き U16 女子 
引き続き U14 女子 

U16 男子 12:30  
引き続き U14 男子 
引き続き U16 女子 
引き続き U14 女子 

Start interval / スタート間隔 / Startintervall 30sec 30sec 

Slip crews / コース整備 / Rutschkommandos Perform timely. / 適時行う。 

 Place / 場所 / Platz Time / 時間 / Zeit 

Prize giving ceremony / 表彰式 / Siegerehrung ゴールエリア 競技終了後 30 分後予定 

Course setter next race / 次レースコースセッター / 

Kurssetzer naechste 

 

1st run / 1 本目 / 1.Lauf 2nd run / 2 本目 / 2.Lauf 

  

Public draw / 公開ドロー / Oeffentliche Auslosung None. / 無し。 

Miescellaneous / 連絡事項 / Verschiedenes 
・選手の BIB 配布、受付場所についてはレストラン階「マルモラーダ」にて行います。（6：45～8：30）  
・受付時健康チェック表の提出をお願いいたします。（選手、コーチ、保護者）  
・トレーニングバーンについて 7:30-8:30 の間は、第 2 ゲレンデ。フリースキーのみで行ってください。  
 8:30 以降は、高速滑走を禁止とします。事故に十分気を付けてアップしてください。  
・コーチ ID については、選手受付時に配布します。数に限りがあります。ID をお持ちのコーチはコースのセッティン
グ、セット変え、コース整備のご協力をお願い致します。  
・セカンドカットはありません。2 本目出走順はフィリップ 30 で行います。出場人数が 30 人に満たないカテゴリーに
ついては、オールリバースとなります。  
・インスペクションについて、コース状況の保全の為にインスペクションの方法についての規制を行います。ブルーライ
ンを引きますので、ブルーラインの外側を垂直移動し、ゲートへのアクセスは平行移動してコースの下見を行い、平行移
動で戻ってください。 
・スタートエリア、フィニッシュエリア等、各エリアでの感染症予防対策へのご協力をお願いいたします。  
・レースの模様の生配信をスタート、ゴールの定点カメラによる Youtube 配信を行います。Youtube のサイトにて
「nastarracejapan」で検索してください。 
・コース下部に一般のお客様の横断個所があります。パトロールの方が配置になります。 
・ホテル前への脱ぎっぱなしのスキーの放置の無いようにお願い致します。ゴールエリア付近にエリアを設置いたします
ので、エリア内に並べて置くようにお願い致します。 
・インスペクションの際にはビブの着用をお願い致します。また、レース後にゴールエリア付近でビブを回収を行います
ので、返却願います。 
・コーチの方はレース中は基本的に立っている様にお願いします。レース中の危険防止の為です。 
・表彰式に参加される選手は、マスク着用でお願いいたします。 

 

ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023 
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2023 



 

 

   PROGRAM / プログラム /PROGRAMM           L / 女子 / D ✓  M / 男子 / H ✓ 

Date / 日付 / Datum Site / 場所 / Ort Country / 国 / Land Event / 種目 

10/3/2023 Mt,Naeba / 苗場スキー場 Japan / 日本 SL 

Category / カテゴリー / Kategorie                   U14 ✓    U16 ✓ 

 Place / 場所 / Platz Time / 時間 / Zeit 

Radios / 無線機 / Funkgeraete 大会事務局 / Race Office 7:00 

Lift open / リフト運行 / Lift oeffnet Lift No,8/第 8 高速ﾘﾌﾄ 7:30 

Warmup and training area / ウォーミングアップエリア 

/Aufwaerm-und Trainingspiste 

2nd Gelende / 第 2 ゲレンデ 

Ski school Slalom Trail/ｽｸｰﾙﾎﾟｰ
ﾙﾊﾞｰﾝ 

7:30-8:30 

8:30- Only Free Ski 

Jury inspection / ジュリーインスペクション /  

Ort der Besichtigung Jury  

 8:00-8:30 

Jury / ジュリー / Jury 

TD / 技術代表 /  Atuhiro Watanabe (FIS) 

Chief of Race / 競技委員長 /  Taro Itagaki (JPN) 

Referee / 主審 /                        U14/U16 M 

                                       U14/U16 W 

Takehiro Uchida (JPN) 

Waka Okazaki（JPN） 

Run / 本目 / Lauf 1st Run / 1 本目 / 1.Lauf 2nd Run / 2 本目 / 2.Lauf 

Course setter / コースセッター / Kurssetzer U16 U14 M Natress sandy (CAN) 

U16 U14 W Junko Yamakawa (JPN) 

U16 U14 M Yuta Kobayashi（JPN) 

U16 U14 W  Mitsuru Kabuki (JPN) 

Inspection(one)  / イ ン ス ペ ク シ ョ ン  / 

Besichtigung(eine) 

U16 14 MEN 8:25-8:55 

U16 14 WOMAN 8:35-9:05 

U16 14 MEN 11:30-12:00 

U16 14 WOMAN 11:40-12:10 

Entry for racers closed / 入場制限 / 

Zutritt fuer Wettkaempfe geschlossen 

10 minutes after the start of group 

Coaches on place / コーチ配置 / Trainer am Platz Entering the course about 10minutes before the start of first athlete 

Number of forerunners + (Starttime) / 

前走者数 前走スタート時間 / 

Anzahl + (Startzeit Vorlaeufer 1 ) / 

U16 U1 MEN 9:17 

After the mens race for 

womens forrunnner 

（3people） 

U16 U14 MEN 12:27 

After the mens race for 

womens for runnner 

（3people） 

Start time no,1 / 競技開始時間 / Startzeit Nr,1 U16 MEN 9:20  

Continued U14 MEN 

Continued U16 WOMAN 

Continued U14 WOMAN 

U16 MEN 12:30  

Continued U14 MEN 

Continued U16 WOMAN 

Continued U14 WOMAN 

Start interval / スタート間隔 / Startintervall 30sec 30sec 

Slip crews / コース整備 / Rutschkommandos Perform timely. / 適時行う。 

 Place / 場所 / Platz Time / 時間 / Zeit 

Prize giving ceremony / 表彰式 / Siegerehrung Goal area 30min after the end of the race 

Course setter next race / 次レースコースセッター / 

Kurssetzer naechste 

 

1st run / 1 本目 / 1.Lauf 2nd run / 2 本目 / 2.Lauf 

  

Public draw / 公開ドロー / Oeffentliche Auslosung None. / 無し。 

Miescellaneous / 連絡事項 / Verschiedenes 

・Distribution of bibs and reception is at the restaurant floor “Malmorada”.  

・Please submit your health checklist at the time of reception. (Athletes, Coaches, and Guardians)  

・From 7:30am to 8:30am, The Second Gelande is open as the training slope. Only free skiing is allowed during this time. 

After 8:30am, fast skiing is prohibited. Be careful of accidents when warming up.   

・Coach IDs will be distributed on the morning of the race at the time of reception. There will be a limited number of coach 

IDs. We request the cooperation of the coaches with IDs to help with course setting, course change, and slipping.   

・There will be no eliminations. There will be a first 30 flip for the second run. Divisions with less than 30 participants will be 

in reverse order.   

・Course inspections will be regulated to preserve the course. There will be a blue line to mark the skier’s right. Please 

inspect from outside of the blue line, descending vertically. Then, move horizontally to access the gate for inspection and 

continue moving horizontally to return.  

・Please cooperate with infection prevention measures at the starting area, finish area, and other areas.  

・The race will be live streamed from the fixed cameras at the start and finish points on YouTube. Search “nastarracejapan” 

on YouTube.  

・There will be entrance points near the top and bottom of the course for general visitors. Ski patrol will be assessed to 

these points.  

・Please do not leave skis in front of the hotel. Please place your skis in the designated area near the goal area.  

・Please wear your bibs during inspection. We will collect the bibs after the race near the goal area.  

・We request the coaches to stay standing during the race for safety reasons. 

・We request the athletes participating in the award ceremony to wear masks. 

ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023 
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2023 


