
2019 年度ハンググライダー 

全日本学生オープンin龍門 

開催要項 

 

主催：日本学生フライヤー連盟関西支部 

公認：（公社）日本ハング・パラグライディング連盟、日本学生フライヤー連盟、 

JSFF ハンググライディング学生リーグ対象大会 

後援：紀ノ川フライトパーク 

協賛：各社 

大会委員長：外村 仁克（トノエアーハンググライダースクール インストラクター） 

競技委員長：外村 仁克（トノエアーハンググライダースクール インストラクター） 

競技委員 ：川瀬 力 （OAK ハンググライダースクール インストラクター） 

実行委員長：濱田 康太（近畿大学 ハンググライダーサークルリッジライダーズ） 

開催場所 和歌山県紀ノ川市竹房 391 紀の川フライトパーク 

開催日程 2020 年 3 月 9 日（月）,3 月 10 日（火）, 3 月 11 日（水）                        

                           3 月 12 日（木）,3 月 13 日（金） 

※3 月 9 日(月)：公式練習日 

（ただし C 級以下のものは, P 証以上の引率とインストラクターの許可が必要）  

予備日なし 

3 月 9 日（月）                                                               3 月 10 日(火) 

7:00 受付開始(竹房 LD にて受付)                                       7:00 受付開始(竹房 LD にて受付) 

7:30～10：30  ブリーフィング,LD 説明, 登頂                          7:30 開会式, ブリーフィング 

11:30～17：00 練習                                                      11:30～17:00 競技 

18:00～ ブリーフィング(竹房 LD)                                          

 

 3 月 11 日(水)                               3 月 12 日(木) 

  7:00 受付開始(竹房 LD)                                                   7:00 受付開始(竹房 LD) 

    7:30～10:30 ブリーフィング, 登頂                  7:30～10:30 ブリーフィング, 登頂 

  11:30～16:30 競技                           11:30～17:00 競技 

  17:30 ブリーフィング                             

 18:30 レセプション 

 



3 月 13 日(金) 

   7:00 受付開始(竹房 LD) 

   7:30～10:30 ブリーフィング, 登頂 

 11:30～16:30 競技 

 17:30～閉会式(東大井集会所) 

 

 

競技種目  Expert Class           クロスカントリー 

               1ｓｔ Class               サーキットレース 

              2nd Class       ターゲット 

           順位の付け方は HG 学生リーグに準じ,各競技日程の成績の合計点で決める. 

募集人数  35 名（予定） 

参加資格 ・JHF フライヤー会員証が有効な者 

・JHF 技能証 

Expert Class･･･P 証以上 

1st Class･･･C 級以上で、フライト本数 100 本以上または累積飛行時間が 30 時間以上 

2nd Class･･･B 級以上で、フライト本数 50 本以上 (但し無線誘導が取れている者に限る) 

※1st Class、2nd Class の B・C 級参加者は JHF 教員の推薦が必要 

※フローターハーネスは不可とする 

※各技能証は，申請中の物は無効とする 

・日本学生フライヤー連盟に加盟している学生 

・心身共に健康な者 

参加備品  ・適切な防護ヘルメットを着用の事 

・180 日以内（2019/09/15 以降）にリパックした緊急パラシュート装備の事 

※大会当日、スタッフがリパックタグのチェックを行う 

・持参デジタル無線機を装備すること 

※デジタル無線機を持っていないもののみ、貸し出される無線機を装備する事 

（デジタル無線機を持っていない者は実行委員長までメールで連絡） 

Mail： kt525ysakhk@icloud.com  

・Expert Class・1st Class の参加者は GPS または GPS Dump でログが読み取れるスマホの

GPS アプリを装備の事 

以上の装備がない場合は競技に参加できない場合がある 

参加費  Expert Class・1st Class 15,500 円 2nd Class  10,000 円 

      当日エントリー：Expert Class・1st Class 17,500 円 2nd Class 12,000 円 

             途中参加：Expert Class・1st Class 2,900 円×参加日数 

2nd Class 2,400 円×参加日数 

mailto:kt525ysakhk@icloud.com


                            (途中参加でレセプション参加の場合＋3,000 円) 

参加費にはビジター費、宿泊費、記念品代、レセプション代等を含む 

・締め切り：2 月 20 日（木） 

※3 月 1 日(日)までの参加キャンセルについては参加費全額返金となる 

※それ以降、いかなる理由があっても参加費は返金されない  

 

応募方法  1． 参加費を下記の郵便口座に振り込む。 

2． ハング学生リーグホームページから、専用のエントリーフォームに記入して送信する。 

3． 誓約書をプリントアウトし記入する。 

4． 当日受付で、誓約書を提出し、フライヤー会員証、技能証を見せる。 

郵便口座：名義 日本学生フライヤー連盟関西支部 

■金融機関コード 9900 

■店番 448 

■預金種目 普通 

■店名 四四八 店（ヨンヨンハチ店） 

■口座番号 0487615 

■記号 14450 

■番号 4876151 

大会事務局 濵田康太 

〒631-0061 奈良県奈良市三碓 5－16－5 

        ＜TEL＞       090-3846－4735 

        ＜mail - PC＞   gonta-ysak@kcn.jp  

               ＜mail - 携帯＞   kt525ysakhk@icloud.com  

 

宿泊所 東大井教育集会所 住所：和歌山県紀の川市東大井 393—3 3 月 8 日(日)18 時から宿泊可 

宿泊所周辺の地図、駐車場への案内など詳細については競技参加者へ送るメールに記載さ

れる。 

 

エントリーページ URL: https://hg.jsff.org/schedule.php?e_id=156&type=detail&mail=0 
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