
西富士ジャパンクラシック西富士ジャパンクラシック西富士ジャパンクラシック西富士ジャパンクラシック2020202020202020    大会大会大会大会要要要要項項項項    

【主  催】 西富士ジャパンクラシック大会実行委員会 

【公  認】 公益社団法人 日本ハング・パラグライディング連盟 

     国際航空連盟(FAI)カテゴリーⅡ 

【後援】   富士宮市、富士宮市教育委員会(予定) 

【協力】   西富士友の会 

【大会役員】 大会実行委員長 鈴木由路 

競技委員長     大沢 豊 

【期  日】 2020 年 1 月 11 日(土)～2020 年 1 月 13 日(月)  

【競技日程】 1 月 11 日     6:30am～    猪之頭エリア安全セミナー（メインランディングにて実施） 

        7:00am～7:30am 受付、開会式、競技説明 〔場所＝富士山 YMCA〕  

1 月 12 日～13 日  7:30am～8:00am  受付  〔場所＝富士山 YMCA〕 

1 月 13 日    5:00pm～       閉会式  

【場  所】 静岡県 富士宮市 猪之頭 朝霧高原  西富士友の会エリア 

【大会本部】 富士山 YMCA グローバル・エコ・ヴィレッジ 住所：静岡県富士宮市原 1423 

【参加費用】 一般 20,000円  二日参加 17,000円   学生 12,000円 

 ※エントリー費にはライブトラックのトラッカー使用料が含まれています 

  トラッカー持参の方は受付にて使用料 1500円を返金します 

【参加機体】 クラス１オープンクラス：フレキシブルウイング 

スポーツクラス：フレキシブルウイング キングポスト付き機 

※XC証を所持していない選手に限り角無し機も可 

【参加人数】 70名(予定) 

【参加資格】 オープンクラス 

① 有効な JHFフライヤ－会員登録、②JHF-XC証または同等のライセンス、③FAIスポー

ティングライセンス、④デジタル無線機を所有、⑤猪之頭エリア安全セミナー受講済み（大

会当日猪之頭エリア安全セミナー修了証を必ず持参） 

※スポーツクラスの参加資格は 2枚目に記載 

【申込方法】  JHF競技委員会Webページにアクセスし必要事項を記載してエントリーする 

「締め切り」「締め切り」「締め切り」「締め切り」        Web Web Web Web エントリー締め切りエントリー締め切りエントリー締め切りエントリー締め切り 11112222 月月月月 29292929 日日日日（（（（日日日日）まで）まで）まで）まで                        

【振込先】  じぶん銀行 みどり支店（104）普通 3527491 鈴木由路 （スズキユウジ） 

【宿泊】     大会実行委員会で、大会本部にもなっている「富士山 YMCA」を手配しております 

    宿泊希望者は下記 Googleフォームにて申請してください。 

  https://docs.google.com/forms/d/1OwkE2Hlkj_fwGCXpg6t4TjR4e30qgt7qLZ57JBVooGE/ 

 

【大会事務局】〒270-0016千葉県松戸市小金清志町 2-58-4-101 鈴木由路 090-6106-6466 

メール nishifuji.hanggliding@gmail.com 

【西富士ホームページ】https://nishifuji.jimdo.com/ 

 

 

 



 

◎猪之頭エリア安全セミナーの受講がないと朝霧エリアは飛ぶことができません。 

    大会当日までの都合の良い日に受講して下さい。（各週末にも実施できます※要連絡） 

   ◎大会中の受講希望者は下記 Googleフォームより申請してください。 

https://docs.google.com/forms/d/1OwkE2Hlkj_fwGCXpg6t4TjR4e30qgt7qLZ57JBVooGE/ 

 

■実施日  1111 月月月月    10101010 日日日日((((金金金金))))        am9:00am9:00am9:00am9:00～～～～((((希望者があれば希望者があれば希望者があれば希望者があれば))))    

11111111 日日日日((((土土土土))))            amamamam6666::::33330000    ~~~~            

12121212 日日日日((((日日日日))))        am7:00am7:00am7:00am7:00～～～～((((希望者があれば希望者があれば希望者があれば希望者があれば))))    

■メインランディングにて実施 

■受講料 １０００円 二年間有効 

‘修了証’を受付当日、必ず持ってきてください。確認します。 

■猪之頭エリア安全セミナーに関するお問い合わせ 岡田伸弘 TEL 090-1825-1784 

 

 

 【スポーツクラス参加資格】 

競技会経験の少ないパイロット証所持者のスポーツクラス選手への参加資格を以下のように設ける。 

①有効な JHF フライヤ－会員登録証、②JHF-P 証保持者または同等のライセンス保持者③デジタル無線機

を所有④猪之頭エリア安全セミナー受講済み（大会当日猪之頭エリア安全セミナー修了証を必ず持参） 

⑤⑤⑤⑤キングポスト付き機キングポスト付き機キングポスト付き機キングポスト付き機による参加による参加による参加による参加（（（（XCXCXCXC 証を所持していない選手に限り角無し機による参加を認める）証を所持していない選手に限り角無し機による参加を認める）証を所持していない選手に限り角無し機による参加を認める）証を所持していない選手に限り角無し機による参加を認める）    

さらに 

⑥⑥⑥⑥過去１年以内に西富士エリアでのソアリング飛行経験が３過去１年以内に西富士エリアでのソアリング飛行経験が３過去１年以内に西富士エリアでのソアリング飛行経験が３過去１年以内に西富士エリアでのソアリング飛行経験が３回以上ある者。回以上ある者。回以上ある者。回以上ある者。    

⑦⑦⑦⑦パイロット証取得後パイロット証取得後パイロット証取得後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。１年以上もしくは５０時間以上の飛行経験がある者。１年以上もしくは５０時間以上の飛行経験がある者。１年以上もしくは５０時間以上の飛行経験がある者。    

 

上記⑥、⑦に該当しない者は、十分な技能と経験があり、担当教員から推薦をもらうこと。 

担当教員の推薦は下記の推薦状に署名してもらい、大会初日に提出すること。 

 

※スポーツクラスはオープンクラスとは異なるタスクを組んで競技、表彰をします。 

 

                                                 

 

 

西富士ジャパンクラシック 2020 スポーツクラス参加推薦状 

 

             は、西富士ジャパンクラシック 2020 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。 

 

パイロット証取得年月日              担当教員                  

 



Nishifuji Japan Classic 2020 

Competition Detail 

 

Hosted by:  

Supported by:  Japan Hang&Paragliding Federation 

Recognized by  

Sponsored by 

 

Officials 

Event Organizer: Yuji Suzuki 

Meet Director: Yutaka Osawa 

 

Place 

Asagiri Area, Fujinomiya-city, Shizuoka-prefecture, Japan 

 

Headquarters 

Hara 1423, Fujinomiya-city, Shizuoka-prefecture, Japan 

Fujisan YMCA  

 

Dates 

11th January 2020 – 13th January 2020 

 

Type of competition 

Race to goal / Elapsed time 

 

Sanction 

JHF: Hanggliding 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 

- Issue of the seminar for flying Asagiri area  

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 70. 

Screening will be done after deadline in case more than 70 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 

29th December 2019 

 

Entry fee 

20,000 JPY per pilot 

17,000 JPY per pilot who join in 2 days 

12,000 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: Jibun Bank  

Branch Name: Green branch 

Type of Account: Savings 

Account Number: 3527491 

Account Name: Yuji Suzuki 

 

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 

11th January 

Registration at HQ 7:00am 

Opening ceremony and Pilot briefing 7:30am 

Competition 10:00am 

12th January - 13th January 

Registration at HQ 7:30am 

Competition 10:00am 

13th January 

Presentation 5:00pm 

 

Contacts 

Event Organizer: Yuji Suzuki TEL： (+81)90-6106-6466  

E-mail：nishifuji.hanggliding@gmail.com 


