
主催 2022スカイフェスティバルIN南陽実行委員会

主管 南陽市スカイレジャー振興協議会

後援 山形県南陽市

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、ハンググライディングシリーズ大会

実行委員長 須藤 清市 スカイレジャー振興協議会会長

競技委員長 櫻井 大朗

副競技委員長 牟田園　明、　佐藤　信博

協力 ノブエアーファクトリー、ハンググライディング競技者育成プログラム（Fledge）

協賛 南陽市 市内企業及び商店

開催場所 山形県南陽市南陽スカイパーク（十分一山）周辺

開催日程 2022年7月29日(金）～31日（日）3日間

7月29日(金) 9：00受付　えくぼプラザ　 9：30開会式　11:30競技

7月30日(土) 9:00受付　えくぼプラザ　11：00競技　19:00ウェルカムパーティ　

7月31日(日) 9:00受付　えくぼプラザ　11：00競技　競技終了後閉会式　えくぼプラザ

競技方法 クロスカントリー（Race to Goal / Elapsed Time）

テイクオフ クラスⅠ：たかつむじTO、クラスV：十分一TO

参加資格 ・有効なJHF ﾌﾗｲﾔｰ会員登録証所持者 および JHFパイロット技能証所持者

・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 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およびクラスVの機体とする

参加費 全日程 一般18,000円、学生12,000円

土日参加 一般15,000円、学生10,000円

※ライブトラッカーをレンタルする選手は1,500円を追加で振り込んでください

　　参加費に宿泊料金は含まれません、レセプション代は含まれます

参加締切 Webエントリー 7月14日（木）まで

参加費振り込み 7月15日（金）～7月22日（木）

賞典 賞状、記念品、参加賞、その他賞品：レディースカップ部門の表彰あり

所持品 フライト機材一式、JHF フライヤー会員登録証、HG P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

振込先 PayPay銀行　本店営業部　　口座番号７０９５８５７　　名義人　サトウノブヒロ　

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

定員 60名（予定）

大会本部 えくぼプラザ

〒999-2211 山形県南陽市赤湯７９１−１

レセプション 地元南陽市主催の大会レセプションが、新型コロナウイルス感染症の状況を考慮しながら開催される予定です。

レセプションは、国や南陽市が定める新型コロナウイルス感染症対策に則り開催されますが、

実行委員会としても南陽市と十分に協議、確認した上で進める所存です。

備考 ・感染症対策のため、えくぼプラザ内での飲食は禁止です。

・宿泊は各自ご用意下さい。

　地元企業への還元のため、極力 南陽市内施設への宿泊をお願いします。

・宿泊の斡旋、お問合せは赤湯温泉旅館共同組合（0238-43-3114）

　又は HG事務局 までお願いします。

・キャンプはキャンプ専用地でお願いします。南陽スカイパーク内でのキャンプは出来ません。

2022スカイフェスティバルIN南陽（クラスⅠ＆V併催）
（第35回ハンググライディングレディースカップIN南陽併設）

開催要項

https://jhf.hangpara.or.jp/hgc/compe_sche.php


開催中止 ・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。

　中止の判断は、競技委員会の決議によって行う。

・南陽市の感染症対応イベント開催基準が満たされない場合。

　中止の判断は、南陽市スカイレジャー振興協議会の決議によって行う。

HG事務局 ノブエアーファクトリー　佐藤信博

999－2211　　山形県南陽市赤湯３１０２－３

携帯　０９０－１４３２－３１７７　　E-mail　nobair@mbn.nifty.com

Hosted by 2022sky-festival in NANYO organizing committee

Supported by  Nanyo-city sky leisure promotion association

Recognized by FAI(Cat.2), Japan Hang & Paragliding Federation (JHF)

Sponsored by  Nanyo-city

Officials
Event Organizer: Nobuhiro SATO
Meet Director: Hiroaki SAKURAI

Place Mt.Jubuichi Flight Area, Nanyo-city, Yamagata-prefecture, Japan

Dates Friday 29th July 2022 - Sunday 31st July 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.
  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&5 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
Thursday 14th July 2022

2022 Sky-Festival in NANYO (Class1&5)
Competition Detail

https://jhf.hangpara.or.jp/hgc/compe_sche.php


Entry fee
18,000 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: PayPay
  Branch Name: Honten Office
  Type of Account: Savings

  Account Number: 7095857

  Account Name: Sato Nobuhiro

Prize
1st place, 2nd place, 3rd place and others

Local Rules

HQ
EKUBO-Plaza
791-1 Akayu, Nanyo-city, Yamagata-prefecture, Japan

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/kiyouikusisetu/192

Programme and Schedule
Friday 29th July

Registration at HQ 9:00am
Opening ceremony and Pilot briefing 9:30am
Competition 11:30am-

Saturday 30th July
Registration at HQ 9:00am
Competition 11:00am
Welcome party at HQ 19:00

Sunday 31st July
Registration at HQ 9:00am
Competition 11:00am
Presentation at HQ 5:00pm 

Contacts

  Event Organizer: SATO Nobuhiro  TEL： (+81)90-1432-3177 E-mail：nobair@mbn.nifty.com

http://www.city.nanyo.yamagata.jp/kiyouikusisetu/192

