2022 板敷山ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾌﾗｲﾄ
開催要項
開催地

茨城県石岡市 板敷山フライトエリア

開催日

2022 年 3 月 17（木）～21 日（月） 5 日間

公認

国際航空連盟（ＦＡＩ）、日本航空協会（ＪＡＡ）、日本ハング・パラグライディング連盟（ＪＨＦ）

カテゴリー

FAI カテゴリー２、ハングシリーズ大会

競技種目

クロスカントリー

大会役員

実行委員長 薗部 重巳、競技委員長

参加資格

⚫

有効な JHF ﾌﾗｲﾔｰ会員登録証所持者および XC 技能証所持者

⚫

FAI ｽﾎﾟｰﾃｨﾝｸﾞﾗｲｾﾝｽ所有者（JAA 発給）

⚫

新型コロナウイルス感染対策を十分に出来ること

参加機体

大沢 豊

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
Ⅰの機体とする

所持品

フライト機材一式、JHF フライヤー会員登録証、HG XC 証、FAI スポーティングライセンス、デジ
タル無線機、携帯電話、120 日以内にリパックしたレスキューパラシュート
※ライブトラッカーは大会から有料で貸し出します

参加申込

HG 競技委員会ホームページより WEB エントリー
https://jhf.hangpara.or.jp/hgc/compe_sche.php

エントリー費

全日程

一般：21,000 円

25 歳以下（※2）：16,000 円

（※1）

3 日エントリー（土日月）

一般：14,000 円

25 歳以下（※2）：11,000 円

※1 ライブトラッカーをレンタルする選手は 2,000 円を追加で支払ってください
※2 大会初日に 25 歳以下の選手を対象とします
エントリー費

下記、いずれかの条件を満たす選手の中から、1 名を対象にエントリー費をキャッシュバックし

キャッシュバ

ます。対象者は厳正な抽選によって選出します。ただし、WEB エントリーとエントリー費入金の

ック

両方の完了をもってエントリー受付とします。WEB エントリーは 2 月 21 日（月）朝 9 時に OPEN
します。
１）エントリーの受付順が 10 番以内の選手
２）WEB エントリー開始当日にエントリー受付が完了した選手

送金先

常陽銀行 岩間支店（支店コード 077） 普通 8003242 ムタゾノアキラ

定員

60 名（予定）

締め切り

エントリー 3 月 7 日（月）、 エントリー費支払い 3 月 11 日（金）

大会日程

Day1

7:30 受付

8:00 開会式・競技説明

Day2～Day4

8:00 受付

8：30 ブリーフィング 11:30 競技開始

Day5

8:00 受付

8：30 ブリーフィング 11:30 競技開始

大会本部

晴飛ショップ 石岡市小塙 1265

11:30 競技開始

19:00 閉会式予定

開催中止

⚫

大会期間中に茨城県に緊急事態宣言（県独自を含む）が発令されている場合

⚫

ハンググライディングシリーズ開催規程 II-1【参加資格】が満たされない場合（ただし、中
止の判断は、HG 競技委員会の決議によって行う）

大会事務局

牟田園 明
TEL 080-1724-4159
Mail info@haretobi.jp

2022 Itajiki-yama Spring Flight
Competition Detail
Hosted by Shigemi Sonobe
Supported by
Recognized by FAI(Cat.2), Japan Hang & Paragliding Federation (JHF)
Sponsored by
Officials
Event Organizer: Sigemi Sonobe
Meet Director: Yutaka Osawa
Place Mt.Itajiki Flight Area, Ishioka-city, Ibaraki-prefecture, Japan
Dates Thursday 17th March 2022 - Monday 21st March 2022
Type of competition XC
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 60pilots registrations.
Priorities will be set based on CIVIL ranking.
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
Monday 7th March 2022
Entry fee
21,000 JPY per 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.
*Entry fees can’t be paid back for the withdrawing by pilot’s personal reason.
Bank Name: Joyo Bank
Branch Name: Iwama Office
Type of Account: Savings
Account Number: 8003242
Account Name: Mutazono Akira

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;
https://jhf.hangpara.or.jp/hgc/18compe/2020/2020EJC/2020EJC_ctr_201114.txt
HQ
HARE-TOBI hang-gliding school shop
1275 Kobana, Ishioka-city, Ibaraki-prefecture, Japan
https://
Programme and Schedule
Thursday 17th March
Registration at HQ 7:30am
Opening ceremony and Pilot briefing 8:00am
Competition 11:30amFriday 18th March – 20th March
Registration at HQ 8:00am
Competition 11:30amSunday 21st March
Registration at HQ 8:00am
Competition 11:30amPresentation 7:00pm
Contacts
Event Organizer: MUTAZONO Akira TEL： (+81)80-1724-4159 E-mail：info@haretobi.jp

