ハンググライデイング紀の川スカイグランプリ２０１９開催要項
（カテゴリーⅡ ハングシリーズ大会）

開催日： ２０１９年２月８日（金）～２月１１日（月）4 日間
７日（木）は公式練習日としエリアフイー（３０００円）を無料とします
開催地：和歌山県 紀の川市 紀の川フライトパーク
主 催： ハンググライディング紀の川スカイグランプリ２０１９実行委員会
公 認：公益財団法人日本ハング・パラグライディング連盟
後 援：紀の川市 和歌山県フライヤー連盟、紀の川フライトパーク管理委員会
協賛予定：㈱ユーピースポーツ、
協
力：ＵＰネスト、トノエアー
大会実行委員長： 外村仁克
競技委員長： 大沢 豊
競技種目：Race to Goal / Elapsed Time
募集人員：６０名(予定)
開催クラス：オープンクラス ・スポーツクラス（JHF P 証 .5 名以上）
参加資格：【オープンクラス】
・ＪＨＦフライヤー会員登録が有効な者。
・ＦＡＩスポーテイングライセンス所有者
・デジタル無線機を所有する者
・経験豊富なＪＨＦ.HG XCP 技能証所持者
・心身共に健全で、競技参加に支障のない者。
【スポーツクラス】
XC 技能証取得前のパロット技能証所持者を対象としたクラスで、
参加資格を以下のように制限する。
・ＪＨＦフライヤー会員登録が有効な者。
・デジタル無線機を所有する者
・現時点で５名以上が在籍するいずれかのクラブに所属している者
・ JHF P 証技能証者で次の要件を満たす者
1.
2.
3.

過去１年以内に紀の川フライトパークでのソアリング飛行経験がある者。
パイロット証取得後、１年以上もしくは 5０時間以上の飛行経験がある者。
上記２項に該当しない者でも、担当教員から推薦がもらえる者。
担当教員の推薦はスポーツクラス参加推薦状に署名をもらい、初日
に提出すること。
・ルールはオープンクラスと同等とする。タスクはオープンクラスとは別に
設定する。
・スポーツクラスの開催は参加申込者が 5 名以上の場合とし定員に満たない場合は、
申込み締め切り後可否を選手に伝え、参加費は振込手数料を引いた金額を返却する。

必要装備

・適切な防護ヘルメット装着のこと。
・１２０日以内にリパックした緊急用パラシュート装備していること。
リパックＪＨＦタグの点検を大会初日に実施致します。
・ＪＨＦ競技委員会が集計可能なＧＰＳを装備すること。
・緊急の為のデジタルスカイスポーツ無線機を装備すること
参 加 費： 一般 ￥２１.０００
学生 ￥１６.０００
振込先： 紀陽銀行 打田支店：普通口座２８５８８５ トノムラ ミチヨ
郵貯銀：記号 14090 番号 4738381 トノムラ ミチヨ（本年から変更›
応募方法：ＪＨＦ、ＨＰの大会案内よりウェブエントリーが可能です。
お振り込みをお済ませの上、
１月３１日までにお申し込みください。
また、地元のご好意により公民館をお借りいたします。
宿泊希望者は１泊５００円×宿泊数の料金をエントリーフイーと共に振り込んで
ください。宿泊は 2 月７（木）～1０（日）の期間最長 4 泊とします。
宿泊、エントリーフィの現地支払いは受け付けません。
大会本部：紀ノ川フライトパーク内 トノエアー
和歌山県紀ノ川市竹房３９１
TEL 0736-78-3193
Mail tonoair2003@ybb.ne.jp

紀の川スカイグランプリ 2019 スポーツクラス参加推薦状

は、紀の川スカイグランプリ 2019 のスポーツクラスに参加するに際し、十分な
技能と経験があり、大会競技会の趣旨を理解し、安全に飛行することが出来るパイロット技能証所持者であ
ることを証明し、ここに参加を推薦します。
担当教員

大会スケジュール
２月

８日（金）

８：００
９：００
９：３０
１１：００
１６：００
１７：００

選手集合・受付
大会本部
開会式
大会本部前
選手ブリーフィング～選手移動
競技開始
競技終了
帰着報告締切
大会本部

２月

９日（土）

８：３０
９：００
９：３０
１６：００
１７：００
１９：００

選手集合・受付
大会本部
選手ミーティング 大会本部前
選手移動～競技開始
競技終了
帰着報告締切
大会本部
レセプション
東大井教育集会所予定

２月１０日（日）

８：３０
９：００
９：３０
１６：００
１７：００

選手集合・受付
大会本部
選手ミーティング 大会本部前
選手移動～競技開始
競技終了
帰着報告締切
大会本部

２月１1 日（月祝）

８：３０
９：００
９：３０
１６：００
１７：００
１８：００

選手集合・受付
大会本部
選手ミーティング 大会本部前
選手移動～競技開始
競技終了
帰着報告締切
大会本部
表彰式・閉会式 予定
大会本部

Kinokawa Sky Grand Prix 2019
Competition Detail
Hosted by: Kinokawa Sky Grand Prix 2019 Executive Committee
Supported by: Kinokawa-City, Wakayama Flyer Federation, Kinokawa Flight Park
Sanctioned by : Japan Hang&Paragliding Federation
Sponsored by
Officials
Event Organizer: Yoshikatsu Tonomura
Meet Director: Yutaka Osawa
Place
Kinokawa Flight Park, Kinokawa-city, Wakayama-prefecture, Japan
Headquarters
Takefusa 391, Kinokawa-city, Wakayama-prefecture, Japan
Tonoair
Dates
8th February 2019 – 11th February 2019
Type of competition
Race to goal / Elapsed time
Sanction
JHF: Hang-gliding Series
FAI: Category 2
Eligibility to Compete
Following membership and licenses is necessary 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
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.
GPS
Digital Convenience Radio *We have DCRs available for rent during the comp.
Entry

The maximum number of pilots in the event is 60.
Screening will be done after deadline in case more than 60 pilots registrations.
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.
https://jhf.hangpara.or.jp/hgc/compe_sche.php
Please contact the organizer if you have any difficulty in online registration.
Deadline
31th January 2019
Entry fee
21,000 JPY per pilot
16,000 JPY per student pilot
*Entry fees are to be paid to following bank account by the deadline.
*International pilots can pay entry fees in cash on the registration of the event, because following
bank account cannot receive international remittances.
Bank Name: Kiyou Bank
Branch Name: Uchita branch
Type of Account: Savings
Account Number: 285885
Account Name: Michiyo Tonomura
Prize
1st place, 2nd place, 3rd place and others
Local Rules
Please check the local rules carefully before flight because there are some restrictions specific to
this flight area such as;
Program and Schedule
8th February
Registration at HQ 8:00am
Opening ceremony and Pilot briefing 9:00am
Competition 11:00am
9th February - 11th February
Registration at HQ 8:30am
11th February
Presentation 6:00pm
Contacts
Event Organizer: Yoshikatsu Tonomura TEL： (+81)736-78-3193 E-mail：tonoair2003@ybb.ne.jp

