
 

選手会資料【スピード系種目】 

競 技 規 則 

本大会の規則以外は、全日本スキー連盟競技規則最新版を適用する 

（用具は、安全上問題のあるものを除き適用外） 

全種目必ずクラッシュヘルメットを着用する 

スタート前の点呼、棄権スタートは行なわないので遅れないよう注意する（ＤＳが多い可能性あり） 

スピード系種目（DH、SG）では、転倒等滑走停止の選手は、後続選手との安全確保の為スイッチバック、

再スタートは出来ません 

スピード系種目（DH、SG）では、選手の安全を確保する為、イエローフラッグを使用致します。 

フラッグを振られた場合は直ちに停止してください（停止後は最寄の競技役員の指示にて行動して下さい） 

コースインスペクションについて 

選手は入場時にゼッケンを提示する（ウェア内部、持参でも可） 

コーチカード提示以外の者は入場できない。横滑りで 1 回のみとする。（模擬滑走は失格とする） 

コース保全のための規制箇所には立入らない。 

 スピード系種目（DH、SG）については、イエローフラッグの位置をインスペクション時に確認すること。 

抗 議 

タイムや、旗門不通過等の失格は、５０番ごと終了後掲示板（フィニッシュ横）に掲示します。 

失格者及び公式記録切替時間は放送もしますので、抗議受付時間内（１５分間）に主審もしくは、最寄の

競技役員に申し出てください 

（※再レースについて、後続の選手に抜かれている選手、ゴールライン通過選手は申請できない） 

サポート導線 

別紙参照 （サポート導線は一般ゲレンデとなりますので移動には、ご注意下さい） 

アップバーン 

カモシカレーシングコース、正面ゲレンデをご利用下さい 

 ７：１０～9：００（予定）※9 時以降は一般開放となります 

リフト運行時間 

 かもペア（７:００～１６:２０）選手乗車時刻（７：１０ 競技役員優先にご協力下さい） 

表彰式・ビブ返却 

（表彰式）●2/15 男子 DH  /  11:30 ●2/16 男女 SG  /  13:00 ●2/18 女子 DH  /  10:30 

使用ビブは返却時間迄に事務局に返却する事 次のレース用ビブは返却の際配布 

（返却時間）●2/15 男子 DH / 12:00 ●2/16 男女 SG  /  13:30 ●2/18 女子 DH / 11:00  

その他 

コース整備など危険のため、スキー場営業終了時間１７：００～７：００ゲレンデに立入らない 

競技終了後はコース保護の為、スピード系コースは閉鎖致します 

変更事項がある場合、放送また公式掲示にて連絡します。（ホワイトプラザ内） 

レースオフィスはホワイトプラザ 2 階８：００～１６：００開設 

一般ゲレンデでは危険な滑走をしない事 ゲレンデ内にスキーを放置しない（ゴミは必ず持ち帰る事） 

リフト券 

 お泊りの宿舎にお問合せ下さい  

チケットセンターでは通常料金での販売となります（1 日券 4,600 円） 

カモペア限定の 1 回券（400 円）はチケットセンターにて販売 乗場での販売はありません 



日　程 　2/13（日） 　2/14（月） 　2/15（火） 　2/16（水） 　2/17（木） 　2/18（金）

競技種目 ＤＨ 1st Tr ＤＨ ＳＧ

競技コース コメツガ特設コース コメツガ特設コース コメツガ特設コース

男女共通 エントリー　120名 エントリー　120名 ｴﾝﾄﾘ-130名

男女受付 ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ

10:00～12:00 8:20～9:00 8:20～9:00 8:20～9:00

入場制限　　　8:40 入場制限　　　8:40 入場制限　　　8:40

前走スタート　9:25 前走スタート　9:25 前走スタート 10:55

競技開始　　　9:30～ 競技開始　　　9:30～ 競技開始   　11:00～

終了予定 　　10:50 終了予定 　　10:50 終了予定 　　12:30

コースインスペクション (40sec　80分） (40sec　80分） (40sec　88分）

ＤＨクラブ数 12:00～13:30 男女同一セット

参加クラブ数 Bib着用の上、横滑り アップコース アップコース アップコース

ＤＨ　（３３） カモシカコース カモシカコース カモシカコース

ＳＧ　（３４） 7:10～9:00 7:10～9:00 7:10～9:00

開会式 表彰式 表彰式 表彰式

無 無 11:30 13:00

代表者会議 Bib返却 Bib返却 Bib返却
15:30 無 12:00 13:30

（ホワイトプラザ前）

競技種目 ＳＧ ＤＨ 1st Tr ＤＨ 

競技コース コメツガ特設コース コメツガ特設コース コメツガ特設コース

男女共通 ｴﾝﾄﾘ-69名 エントリー　47名 エントリー　47名

男女受付 ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ ｲﾝｽﾍﾟｸｼｮﾝ

10:00～12:00 8:20～9:00 8:20～9:00 8:20～9:00

入場制限　　　8:40 入場制限　　　8:40 入場制限　　　8:40

前走スタート　9:25 前走スタート　9:25 前走スタート　9:25

競技開始　　　9:30～ 競技開始　　　9:30～ 競技開始　　　9:30～

終了予定 　　10:20 終了予定 　 　10:02 終了予定 　 　10:02

コースインスペクション (40sec　46分） (40sec　31分） (40sec　31分）

ＤＨクラブ数 12:00～13:30 男女同一セット

参加クラブ数 Bib着用の上、横滑り アップコース アップコース アップコース

ＤＨ　（２２） カモシカコース カモシカコース カモシカコース

ＳＧ　（２８） 7:10～9:00 7:10～9:00 7:10～9:00

開会式 表彰式 表彰式 表彰式

無 13:00 無 10:30

代表者会議 Bib返却 Bib返却 Bib返却
15:30 13:30 無 11:00

（ホワイトプラザ前）

受付、開会式
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下部が狭いので
スピードコントロール

　サポート導線
 （ＤＨ/ＳＧ）

ＤＨ/SG Start
   1030m

○DH/SGコースデーター
　スタート　   1030m
  フィニッシュ  754m
　標高差　      276m　
  コース全長   1100m

一般ゲレンデでのスピードを出しての
トレーニングは決して行わない事！

スピード系種目
アップバーン
●2月14日～16日　
　カモシカレーシングコース
　　【7:10～9:00限定】
　 ※9:00以降は一般開放
●2月17日～18日
　カモシカレーシングコース
　　【7:10～9:00限定】
　 ※9時以降はビッグバーン中央は
　　 基礎の団戦練習

アップバーン

アップバーン

2/17～18
基
礎
の
部　
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練
習
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公式掲示板は
ホワイトプラザ中


