
DateDateDateDate SiteSiteSiteSite Disc.Disc.Disc.Disc.

開催日付開催日付開催日付開催日付 会場会場会場会場 種目種目種目種目

DatumDatumDatumDatum OrtOrtOrtOrt DiszDiszDiszDisz

1st run / １本目 / 1.Lauf1st run / １本目 / 1.Lauf1st run / １本目 / 1.Lauf1st run / １本目 / 1.Lauf

2nd run / ２本目 / 2.Lauf2nd run / ２本目 / 2.Lauf2nd run / ２本目 / 2.Lauf2nd run / ２本目 / 2.Lauf

９：１０～９：３５９：１０～９：３５９：１０～９：３５９：１０～９：３５

１０：４５～１１：１０１０：４５～１１：１０１０：４５～１１：１０１０：４５～１１：１０

競技者のコース入場締切時間競技者のコース入場締切時間競技者のコース入場締切時間競技者のコース入場締切時間

インスペクション開始から1０分後インスペクション開始から1０分後インスペクション開始から1０分後インスペクション開始から1０分後

Trainer am PlatzTrainer am PlatzTrainer am PlatzTrainer am Platz

無し無し無し無し

Coaches on place/コーチ定位置/Coaches on place/コーチ定位置/Coaches on place/コーチ定位置/Coaches on place/コーチ定位置/

Lift offnet fur RennfahrerLift offnet fur RennfahrerLift offnet fur RennfahrerLift offnet fur Rennfahrer

８：３０８：３０８：３０８：３０

Warmup and training area/Warmup and training area/Warmup and training area/Warmup and training area/

ウォームアップ・トレーニングエリアについて/ウォームアップ・トレーニングエリアについて/ウォームアップ・トレーニングエリアについて/ウォームアップ・トレーニングエリアについて/

Aufwarm- und TrainingspisteAufwarm- und TrainingspisteAufwarm- und TrainingspisteAufwarm- und Trainingspiste

規制なし規制なし規制なし規制なし

（一般のスキーヤーに充分注意してください。）（一般のスキーヤーに充分注意してください。）（一般のスキーヤーに充分注意してください。）（一般のスキーヤーに充分注意してください。）

GSGSGSGS

Course setter 1 run / １本目コースセッター/Course setter 1 run / １本目コースセッター/Course setter 1 run / １本目コースセッター/Course setter 1 run / １本目コースセッター/

Kursselzer 1. LaufKursselzer 1. LaufKursselzer 1. LaufKursselzer 1. Lauf

望月　政英望月　政英望月　政英望月　政英

2013/2/32013/2/32013/2/32013/2/3

Radios / 無線機配布場所時間 /FungerateRadios / 無線機配布場所時間 /FungerateRadios / 無線機配布場所時間 /FungerateRadios / 無線機配布場所時間 /Fungerate ７：５０　カラマツCホール７：５０　カラマツCホール７：５０　カラマツCホール７：５０　カラマツCホール

サンメドウズ清里スキー場サンメドウズ清里スキー場サンメドウズ清里スキー場サンメドウズ清里スキー場

ADEコースADEコースADEコースADEコース

Course setter 2 run / ２本目コースセッター/Course setter 2 run / ２本目コースセッター/Course setter 2 run / ２本目コースセッター/Course setter 2 run / ２本目コースセッター/

Kursselzer 2. LaufKursselzer 2. LaufKursselzer 2. LaufKursselzer 2. Lauf

山本　浩史山本　浩史山本　浩史山本　浩史

Jury inspection / ジュリーインスペクション/Jury inspection / ジュリーインスペクション/Jury inspection / ジュリーインスペクション/Jury inspection / ジュリーインスペクション/

スタート地点　９：００スタート地点　９：００スタート地点　９：００スタート地点　９：００

Besichtigung juryBesichtigung juryBesichtigung juryBesichtigung jury

Lift open for racers/競技者リフト乗車開始時間/Lift open for racers/競技者リフト乗車開始時間/Lift open for racers/競技者リフト乗車開始時間/Lift open for racers/競技者リフト乗車開始時間/

Inspection (one)/Inspection (one)/Inspection (one)/Inspection (one)/

インスペクション/インスペクション/インスペクション/インスペクション/

Besichtigung (eine)Besichtigung (eine)Besichtigung (eine)Besichtigung (eine)

Entry for racers closed/Entry for racers closed/Entry for racers closed/Entry for racers closed/

PROGRAM FORPROGRAM FORPROGRAM FORPROGRAM FOR

プログラムプログラムプログラムプログラム

PROGRAMM FORPROGRAMM FORPROGRAMM FORPROGRAMM FOR

山梨県ジャイアントスラローム大会　第２戦山梨県ジャイアントスラローム大会　第２戦山梨県ジャイアントスラローム大会　第２戦山梨県ジャイアントスラローム大会　第２戦

Startzeit Nr.1Startzeit Nr.1Startzeit Nr.1Startzeit Nr.1

Start interval / スタート間隔 / StartintervallStart interval / スタート間隔 / StartintervallStart interval / スタート間隔 / StartintervallStart interval / スタート間隔 / Startintervall ３０秒間隔３０秒間隔３０秒間隔３０秒間隔

1st run / １本目 / 1.Lauf1st run / １本目 / 1.Lauf1st run / １本目 / 1.Lauf1st run / １本目 / 1.Lauf

2nd run / ２本目 / 2.Lauf2nd run / ２本目 / 2.Lauf2nd run / ２本目 / 2.Lauf2nd run / ２本目 / 2.Lauf

L＝９：４５　/　M＝９：５５L＝９：４５　/　M＝９：５５L＝９：４５　/　M＝９：５５L＝９：４５　/　M＝９：５５

L＝１１：２０　/　M＝１１：３０L＝１１：２０　/　M＝１１：３０L＝１１：２０　/　M＝１１：３０L＝１１：２０　/　M＝１１：３０

Start time nr 1/Start time nr 1/Start time nr 1/Start time nr 1/

最初の選手のスタート時間/最初の選手のスタート時間/最初の選手のスタート時間/最初の選手のスタート時間/

1st run/ １本目 / 1.Lauf1st run/ １本目 / 1.Lauf1st run/ １本目 / 1.Lauf1st run/ １本目 / 1.Lauf

2nd run/ ２本目 / 2.Lauf2nd run/ ２本目 / 2.Lauf2nd run/ ２本目 / 2.Lauf2nd run/ ２本目 / 2.Lauf

９：４５９：４５９：４５９：４５

１１：２０１１：２０１１：２０１１：２０

No of forerunners/前走者数/Anzahi VorlauferNo of forerunners/前走者数/Anzahi VorlauferNo of forerunners/前走者数/Anzahi VorlauferNo of forerunners/前走者数/Anzahi Vorlaufer ３名 （変動あり）３名 （変動あり）３名 （変動あり）３名 （変動あり）

Start time/Start time/Start time/Start time/

競技開始時間/競技開始時間/競技開始時間/競技開始時間/

StartzeitStartzeitStartzeitStartzeit

Yellow zones, flags / イエローゾーン・フラッグ/Yellow zones, flags / イエローゾーン・フラッグ/Yellow zones, flags / イエローゾーン・フラッグ/Yellow zones, flags / イエローゾーン・フラッグ/

無し無し無し無し

Gelbe Zonen / FlaggenGelbe Zonen / FlaggenGelbe Zonen / FlaggenGelbe Zonen / Flaggen

Slip crews/コース整備方法・頻度/Slip crews/コース整備方法・頻度/Slip crews/コース整備方法・頻度/Slip crews/コース整備方法・頻度/

 Rutschkommandos Rutschkommandos Rutschkommandos Rutschkommandos

必要に応じて随時必要に応じて随時必要に応じて随時必要に応じて随時

Intermediate times / 中間計時について/Intermediate times / 中間計時について/Intermediate times / 中間計時について/Intermediate times / 中間計時について/

Nachste MannschaftsfuhrersitzungNachste MannschaftsfuhrersitzungNachste MannschaftsfuhrersitzungNachste Mannschaftsfuhrersitzung

ZwischenzeitenZwischenzeitenZwischenzeitenZwischenzeiten

無し無し無し無し

１５：３０　清里カフェB1１５：３０　清里カフェB1１５：３０　清里カフェB1１５：３０　清里カフェB1

Prize giving ceremony / 表彰式について/Prize giving ceremony / 表彰式について/Prize giving ceremony / 表彰式について/Prize giving ceremony / 表彰式について/

SiegerehrungSiegerehrungSiegerehrungSiegerehrung

男女総合６位まで男女総合６位まで男女総合６位まで男女総合６位まで

各クラス３位まで各クラス３位まで各クラス３位まで各クラス３位まで

Miscellaneous / その他 / Verschiedanes　Miscellaneous / その他 / Verschiedanes　Miscellaneous / その他 / Verschiedanes　Miscellaneous / その他 / Verschiedanes　

○場内を滑走中は一般のスキーヤーに十分に注意し、スピードを落として滑走して下さい。○場内を滑走中は一般のスキーヤーに十分に注意し、スピードを落として滑走して下さい。○場内を滑走中は一般のスキーヤーに十分に注意し、スピードを落として滑走して下さい。○場内を滑走中は一般のスキーヤーに十分に注意し、スピードを落として滑走して下さい。

Next team captains meeting / Next team captains meeting / Next team captains meeting / Next team captains meeting / 

次のチームキャプテンミーティング日時・場所 /次のチームキャプテンミーティング日時・場所 /次のチームキャプテンミーティング日時・場所 /次のチームキャプテンミーティング日時・場所 /

２０１３/２/２４　８：３０～２０１３/２/２４　８：３０～２０１３/２/２４　８：３０～２０１３/２/２４　８：３０～

ふじてんスノーリゾート　センターハウス　ヨーデルふじてんスノーリゾート　センターハウス　ヨーデルふじてんスノーリゾート　センターハウス　ヨーデルふじてんスノーリゾート　センターハウス　ヨーデル

○抗議のある場合は時刻内に抗議金を添えて主審に申告すること。○抗議のある場合は時刻内に抗議金を添えて主審に申告すること。○抗議のある場合は時刻内に抗議金を添えて主審に申告すること。○抗議のある場合は時刻内に抗議金を添えて主審に申告すること。

○氏名・所属名・クラス等に錯誤がある場合は主審に申告して下さい。○氏名・所属名・クラス等に錯誤がある場合は主審に申告して下さい。○氏名・所属名・クラス等に錯誤がある場合は主審に申告して下さい。○氏名・所属名・クラス等に錯誤がある場合は主審に申告して下さい。


