フライト技術と空の知識を競う

競技の世界

Paragliding Hanggliding Competition

飛ぶだけでも楽しいパラグライダー・ハンググライダーには、いろいろな競技種目があります。競うのは、ゴールまでのスピードや到達距離、滞空時間の長さ、着地
の正確さ、曲芸飛行の技を競うなど。初級者が参加できるものから、国の代表選手だけが出場できる選手権まで、さまざまな競技会が開かれています。
競技会では、愛好家のフライト技

パラグライダー・ハンググライダーの

術を競います。空と一体となってお
こなわれるこの競技は、大変雄大な
ものです。あらゆるスポーツ競技同
様、勝者は讃えられ、そして観るも
のに感動を与えてくれます。
パラグライダーやハンググライダ
ーの場合、機材が大きなウエイトを
占めます。競技会を通じて、新しい
翼の研究や安全に関するノウハウが
蓄積され、このスポーツの発展に寄
与します。
競技会は、パラグライダーやハン
ググライダーを社会にアピールする
役も担っています。このスポーツの
盛んな地域では、関係者が自治体や
地域の人々の協力を得て競技会を開
き、愛好者の楽しみのためだけでな
く、テレビ・新聞等を通してより多
くの人に飛行の魅力を伝え、空のス
ポーツへの理解を深めてもらおうと
努力しています。自治体と愛好者が

自由飛行が出来るようになれば、
競技会に出場できます。指定地を順
番に廻り、ゴールへの到達タイムを
競うクロスカントリーレース、着地
精度を競うアキュラシー競技、アク
ロバティックの演技を行う競技な

競技

クロスカントリーレース

エアロバティック

指定されたパイロン（建物、尾根
上の小屋などの目印となる場所）を

上空でエアロバティック（曲芸）飛
行の技を競います。ペアで行うシン

いかに速く廻るかを競い合う競技。
どのパイロンをどの順序で通過する
かは、大会当日の気象条件によって
決まります。パラやハンググライダ

クロと個人競技があります。万一失
敗しても選手が怪我をしないよう
に、湖や海など水上で競技を行いま
す。観客を魅了するエキサイティン

ーの基本性能だけでは周回できない
ので、上昇気流を使い、高度を獲得
しながらゴールを目指します。フラ
イトの結果は、GPSに取り込んだ軌

グな競技で、2006年には第１回世界
選手権も開かれました。

跡をコンピューターで解析して行い
ます。

ど、初心者でも気軽に参加できる大
会から高度な技術を要する大会が世
界各国、日本全国で開かれています。
国内では日本選手権をはじめ大小の
競技会が、世界選手権は2年に一度
開催されます。

アキュラシー
予め指定された着地点にいかに正
確に降りられるかを競います。安全
な着地が大前提で、お尻をついたり、
危険な着地と判断されると減点にな
ります。パラグライダーで行われる
ことが多く、観客が観ていてわかり
やすいこともあって注目されてきま
した。世界選手権も始まり、これか
らますます発展する競技として注目
を浴びています。

手を携え、国民体育大会の「デモン
ストレーションとしてのスポーツ行
事」への参加も続いており、今後、
このスポーツへの理解はさらに深ま
っていくことでしょう。また近年、
パラグライダーで着地の正確さを競
うアキュラシーや、エアロバティッ
ク（曲技飛行）など、わかりやすく
誰が観ても楽しめる競技種目が世界
的に注目されています。日本でもア
キュラシーの競技会が開かれるよう
になり、多くの人びとにスカイスポ
ーツをアピールする機会として期待
されています。

日本で行われた国際大会など >>>
1995年パラグライディング世界選手権

1995年北九州市で、パラグライディング世界
選手権が開かれました。世界21ヶ国から男子82
名・女子12名が参加しました。

献が評価され、2006年FAIエアー・スポーツ・
メダルを授与されました。

2004年パラグライダーワールドカップIN茨城

大分県別府市で行われました。アジアで始めての
世界選手権として、大きなニュースになりました。

2004年には、茨城県筑波山山系でパラグライ
ダーワールドカップが開かれました。FAIのカテ
ゴリー2大会でもあり、世界から多くも選手が参
加しました。

1992年ハンググライディング女子世界選手権

2006年ハンググライディング日本選手権

1981年ハンググライディング世界選手権

山形県南陽市で行われました。南陽市スカイ
レジャー振興協議会は、スカイスポーツへの貢

山形県南陽市の後援の元開催。FAIカテゴリー
2大会として開催されました。

2006年パラグライディング日本選手権

静岡県朝霧高原で開催される予定。富士山の
裾野で、クロスカントリー競技が行われます。

のじぎく兵庫国体2006

2006年には、兵庫国体のデモスポ競技として、
パラグライダー競技が開催されます。種目はア
キュラシーとXC競技など。初級者からベテラン
までレジャー感覚のイベントです。
当連盟では、
「最も国民に理解されやすいスカ
イスポーツとして、国体の本競技になることを
目指し力をいれています。
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社団法人ハング・パラグライディ
国際航空連盟の一員
ング連盟は、国内唯一の統括団体と
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スカイスポーツの組織
国際航空連盟（FAI）

FAI正会員
世界の国と地域及び航空関係団体がFAIに
加盟しており、
現在の加盟数は約100である。

（財）
日本航空協会（JAA）

日本の統括団体
熱気球・グライダー・模型飛行機・
など8団体

（社）日本ハング・パラグライディング連盟（JHF）

主な大会

日本で行われる大会
▼ パラグライダー
パラグライディング日本選手権（JHF主催大会）
パラグライダー学生選手権（JHF公認大会）
パラグライディングジャパンリーグ（JHF公認大会）
パラグライディングアキュラシーリーグ（JHF公認大会）
他 公認大会
国体競技（[協力]後援大会）

Pa r a g l i d i n g
Hanggliding
Competition

G u i d e

F1 パフォーマンスパラグライダーリーグ（[協力]後援大会）

▼ ハンググライダー

ハンググライディング日本選手権（JHF主催大会）
ハンググライディングシリーズ（JHF公認大会）
クラス5ハンググライディングシリーズ（JHF公認大会）
ハンググライダー学生選手権（JHF公認大会）
他 公認大会

パラグライダー・ハンググライダー

競

技
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世界で行われる大会
▼ パラグライダー
世界選手権（カテゴリー1 FAI主催）
大陸選手権 [ ヨーロッパ・アジア選手権など ]（カテゴリー1 FAI主催）
カテゴリー2大会（FAI公認大会）
アキュラシー世界選手権（FAI主催）
アクロ世界選手権（FAI主催）
パラグライディング・ワールドカップ（カテゴリー2 申請も可）

▼ ハンググライダー
世界選手権（FAI主催）
クラス5・女子世界選手権（FAI主催）
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47都道府県が当連盟の正会員で、
理事選挙の参政権がある。
愛好者はフライヤー会員であり、
都道府県連盟に所属することができる。

1）FAI正会員である
（財）
日本航空協会は、日本における全航空スポーツ種目を統括し、国内のFAI権限を行使できる。
権限とは「世界選手権、国際競技会の開催及び選手派遣」
「飛行記録の認定」
「国内選手権の公認」などである。
2）FAIでは国際的にスカイスポーツを統括管理している。競技ルールの制定や、国際競技会開催や世界記録の承認
等を行う。
3）
（財）
日本航空協会が認定する統括団体は、日本国内における当該航空スポーツを統括管理し、各スポーツのFAIの
委員会へ航空協会を通じて日本代表を派遣しているほか、日本選手権をはじめとした国内競技会を開催できる。

その他の競技団体
パラグライダーワールドカップ協会(PWC)

F1パラグライダー実行委員会

パラグライダーワールドカップ協会は、フラ
ンスを拠点としたFAIから独立した競技団体で
す。個人参加で世界でも強豪が集まる競技会で
す。主にパラグライダーメーカーがスポンサー
となって、毎年ヨーロッパを中心に5回の競技
会をおこなっています。2004年に茨城県筑波山
系で行われたワールドカップは、当連盟からカ
テゴリー2申請をおこない国際大会として開催
されました。

F1パラグライダー実行委員会は、1999年に始
まった国内で大会を主におこなう団体です。レ
ジャー感覚で競技を楽しむことに主眼を置いて
います。パラグライダー輸入業者や自治体など
がスポンサーとなって、北海道から九州まで年
間約20回競技会をおこなっています。当連盟か
らは独立した組織ですが、2005年度からは当連
盟から[ 協力]の後援をおこないサポートしてい
ます。

▼ パラグライダー・ハンググライダー両方
ワールドエアゲーム（FAI主催）
アクロバット世界選手権（FAI主催）
※FAIの公式大会は、世界選手権や大陸選手権をカテゴリー１、それ以外
の大会をカテゴリー2に分類します。カテゴリー2大会は、世界各国で
行われるローカルな大会を国際大会として位置づけ、このスポーツの競
技活動を推進します。選手には、カテゴリー1, 2の大会に参加すること
によって、国際ランキングが与えられます。
●当連盟ではパラグライダー、ハンググライダー競技会の誘致活動を行っ
ております。大会運営をサポートいたします。お問い合わせは下記まで。

社団法人 日本ハング・パラグライディング連盟

h t t p : // j h f . h a n g p a r a . o r . j p
〒170-0002 東京都豊島区巣鴨3-39-4東都ビル2階
TEL：03-5961-1388
FAX：03-5961-1389
E-mail ： info@jhf.hangpara.or.jp

社団法人 日本ハング・パラグライディング連盟(JHF)

