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第１５
第１５回 池田山カップ 開催のお知らせ
関係者各位
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて、ご案内の通り池田山におけるハンググライディングシリーズ大会を
「第１５回池田山カップ
第１５回池田山カップ」と致しまして、8
月 15 日（木）～18 日（日）の日程で開催させていただく運びとなりました。
第１５回池田山カップ
なお､宿泊施設として、池田町青少年研修施設を 8 月 14 日（水・ 16 時）〜16 日（金・ 19 時まで）で確保しています。宿泊
宿泊は
宿泊は
8 月 14 日（水）、15
日（水）、15 日（木）のみ可能です。16
日（木）のみ可能です。 日（金）、17 日（土）の宿泊は申し訳ありませんが、各自準備お願いします。
（宿泊料金は、選手 1 泊 400 円、 同伴者：大人、子供ともに 1 泊 400 円です。
寝具はありませんので、ご持参をお願いします。）
皆様方のご参加を心よりお待ちしております。
池田山カップ 大会実行委員会
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池田山カップ実行委員会
池田町 岐阜県フライヤー連盟
（公社）日本ハング・パラグライディング連盟 （ハンググライディングシリーズ対象大会 FAI カテゴリーⅡ対象大会）
アピ株式会社
実行委員長：服部 良亮 競技委員長：増田憲治
岐阜県揖斐郡池田町 池田山フライトエリア
2019 年 8 月 15 日（木）～8 月 18 日（日）
アウト＆リターン、サーキット、ゴール
・JＨＦフライヤー会員登録有効な者（海外選手も加入すること）
・XCパイロット証所持者（海外選手の場合、XCパイロットに値する技能を有すること）
・心身共に健康な者
・有効な傷害保険に加入していること
有効な傷害保険に加入していること
・スポーティングライセンス
参加機体 ： 使用機体は原産国あるいはＪＨＳＣによって認められている国の耐空証明が明示されたクラス１の機体とする。
必要装備 ： ・適切な防護ヘルメット装着すること
・ 120 日以内にリパックし、JHFタグが適切に取り付けられている緊急用パラシュートを装備すること
・GPSを装備すること
・デジタル無線機を装備すること
参加申込 ： エントリー方法（競技委員会のHPからのWEBエントリーとする。）（海外選手も同様扱い、締め切り厳守とする）
WEBエントリーできない方は、実行委員長まで御連絡ください。
別紙「池田山フライトエリア利用登録について」を確認のうえ、大会受付時に必要な申告、書類提出を実施下さい。
参加費 ： 一般 23,000 円
学生 13,000 円
土日のみ参加 13,000 円
（ただし池田山エリア年間利用料を支払い済みの方は一般 20,000 円 学生 10,000 円 土日のみ参加 10,000 円）
送金先口座：じぶん銀行 みどり支店 普通 4377333 マスダ ケンジ
※ 研修施設の
研修施設の宿泊希望者は、選手（家族分）の宿泊費を参加費とともに振込お願いします。
※ 参加費の当日持参は、
参加費の当日持参は、受け付けません
費の当日持参は、受け付けません。
受け付けません。
定員
： 70 名 定員を超えた場合は、締め切り後、選考会にて選考する。
（ハンググライディングシリーズ競技規定Ⅳ-24 に準じ、CIVLランキング及びHSゼッケンから優先順を判断する）
締め切り ： webエントリー、参加費＋宿泊費（同伴者がいる場合は、その宿泊費含む）振込ともに 7 月 26 日（金）
賞典
： 優勝・準優勝・ 3 位・その他
総合成績による賞金授与条件は、ハング グ ライデ ィング シリーズ 運営規定 III-18【大会の成立】 による（以下抜粋）
“1.ハング グ ライデ ィング シリーズ としての成立は、全競技日のデ イクオリティの合計が
し、最低 1 日の DQ(デ イクオリティ)が 0.5 を超えていること。 “
デイリー成績による賞金授与条件は、“DQ(デ イクオリティ)が

0.5 を超えていること“とする。

0.8 を超えた場合とする。 ただ

ローカルルール主要部。必ずローカルルールを確認お願いします。
指定地以外へランディングした者は、当日のフライト得点を 100％カットする。
指定地とは、指定ランディング（サブランディングを含む）、ゴールとする。
指定サブランディング以外の河川敷は、指定地と認められず得点カット対象となる。
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大会本部：池田町青少年研修施設 1F 研修室
http://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/map/map1/map7.html?target=0-0&cacd=21&mapno=54
大会日程 ：

8 月 15 日（木）

7:00
8:00
11:00

受付
開会式・競技説明
競技開始

8 月 16 日（金）

7:30
11:00
19:00

受付
競技開始
ウェルカムパーティー（「上田屋」池田町池野 469-2-2）

8 月 17 日（土）

7:30
11:00

受付（池田山ランディング小屋）
競技開始

8 月 18 日（日）

7:30
11:00
17:00

受付（池田山ランディング小屋）
競技開始
閉会式

ダミー募集要項：
参加資格：・ JＨＦフライヤー会員登録有効な者
・ P 証所持者
・心身共に健康な者
・有効な傷害保険に加入していること
有効な傷害保険に加入していること
必要装備：・適切な防護ヘルメット装着すること
・６ヶ月以内にリパックし、JHFタグが適切に取り付けられている緊急用パラシュートを装備すること
・デジタル無線機を装備すること
定員：６名
申し込み方法：氏名、技能証、機体、参加可能日程、研修施設宿泊希望日を大会実行委員長へ 7 月 26 日までにメールで連絡お
願いします。希望者が多い場合は、選考します。ご了承ください。
選手と同様に別紙「池田山フライトエリア利用登録について」を確認のうえ、大会受付時に必要な申告、書類提出を実施下さい。
別紙「池田山フライトエリア利用登録について」を確認のうえ、大会受付時に必要な申告、書類提出を実施下さい。
集合場所、集合時刻：
8 月 15 日
大会本部（受付） 7:20
8 月 16〜18 日 大会本部（受付） 7:30
池田山で初めてフライトする方には、登頂前に池田山ランディングでアプローチ注意点を説明します。
大会スタッフが運転するバンでまとめて登頂します。
問合せ ：

池田山カップ 大会実行委員長 服部 良亮

TEL： 090-9719-1408

E-mail：ryosuke_hat@yahoo.co.jp

15th Ikedayama Cup
Competition Detail
Hosted by Ikedayama Cup Planning Committee
Supported by Ikeda-cho and Gifu Prefecture Flyers Federation
Recognized by Japan Hang & Paragliding Federation (JHF)
Sponsored by API Co., Ltd.
Officials
Event Organizer: Ryosuke Hattori
Meet Director: Kenji Masuda
Place Mt.Ikeda Flight Area, Ikeda-cho, Ibi-gun, Gifu-prefecture, Japan
Dates Thursday 15th August 2019 - Sunday 18th August 2019
Type of competition Race to goal / Elapsed time
Sanction
JHF: Hanggliding Series
FAI: Category 2
Eligibility to Compete
Following membership, licenses and insurance is needed for all pilots.Appropriate documentary proof in English or
Japanese will be required at registration showing valid.
Membership of JHF *mandatory for all pilots including oversea pilots.
Cross-country Pilot License issued by JHF, or other foreign/international license such as IPPI Stage 5.
FAI Sporting License
Individual Accident insurance covering hang-gliding specific activities.
All pilots must be healthy both physically and mentally.
Glider
Only Class 1 gliders with the airworthiness certified by JHSC or country of origin can be used in the event.
Equipment
Following equipment are mandatory.
Appropriate helmets.
Reserve parachute with JHF official tag which proves it’s packed within 120 days.
GPS
Digital Convenience Radio *We have DCRs available to rent during the comp.
Entry
The maximum number of pilots in the event is 70. Screening will be done after deadline in case more than 70 pilots
registers. Priorities will be set based on CIVIL ranking and HS ranking, according to JHF HS Comp Rule IV-24.
Registration
Registration must be made through the following website by the deadline.
http://www.hangpara.jp/hgc/compe_sche.php
Please contact the organizer if you have any difficulty in online registration.
All pilots must become a member of Ikedayama Flight Area Membership. Please register required informations
and documents on the day of the event.
Deadline
Friday 26th July 2019
Entry fee
23,000 JPY per pilot

13,000 JPY per student pilot
13,000 JPY per pilot attending only weekend
*Entry fees are to be paid to following bank account by the deadline. Accommodation fees are also to be paid along with
the entry fees, if you want to stay in Youth Training Facility.
*International pilots can pay entry fees on the day of the event in cash, because following bank account cannot receive
international remittances.
Bank Name: Jibun Bank
Branch Name: Midori Branch
Type of Account: Savings
Account Number: 4377333
Account Name: Kenji Masuda
Accommodation
Ikeda-cho Youth Training Facility is available from 14th August 16:00 to 16th August 19:00 (Available for just 2 nights
(14th and 15th). Please find accomodation for 16th and 17th by yourself, or contact the organizer if you need help). There’s
no bedding so please bring your own.
Accommodation fee: 400 JPY per night, person.
Prize
1st place, 2nd place, 3rd place and others
*Prize money for total result will be given only when the competition is valid according to JHF Hanggliding Series
Operation Rule, as below.
“Sum of day qualities of the event is more than or equal to 0.8. And day quality of one or more tasks is more than or
equal to 0.5”
*Prize money for daily tasks will be given only when the day quality is more than or equal to 0.5.
Local Rules
Please check the local rules carefully before flight because there are some restrictions specific to this flight area such as;
“Score will be reduced 100% in case a pilot lands anywhere except designated landable areas.”
“Designated landable areas are: designated landing zone (includes sub-landings) and goal fields.”
“All riverbeds except sub-landings are not recognized as landable areas and therefore scores will be reduced in
case a pilot lands there.”
Headquaters
Ikeda-cho Youth Training Facility
Address: Ikeda-cho Yamahora 276, Ibi-gun, Gifu
URL: http://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/map/map1/map7.html?target=0-0&cacd=21&mapno=54
Programme and Schedule
Thursday 15th August
Registration at HQ 7:00am
Opening ceremony and Pilot briefing 8:00am
Competition 11:00am
Friday 16th August
Registration at HQ 7:30am
Competition 11:00amWelcome dinner at Uedaya (Address: Ikeda-cho Ikeno 469-2-2) 7:00pm
Saturday 17th August
Registration at Landing 7:30am
Competition 11:00amSunday 18th August
Registration at Landing 7:30am
Competition 11:00amPresentation 5:00pm
Contacts
Event Organizer: Ryosuke Hattori TEL： (+81)90-9719-1408 E-mail：ryosuke_hat@yahoo.co.jp

