
プレ第２回パラグライディングアジア選手権

パラグライディング日本選手権

ローカルルール

にし阿波

日本

２００９年５月１日～６日

主催

日本ハング・パラグライディング連盟

第２回パラグライディングアジア選手権インにし阿波実行委員会

公認

国際航空連盟

このローカルルールは、FAIスポーティングコードのジェネラルセクションならびにセク

ション７Ｂと共に使用しなければならない。この文章に使用されるセクション７Ｂの参

照項目はセクション７Ｂの最新版と付き合わされていなければならない。

－－－　問い合わせ先　－－－

（社）日本ハング・パラグライディング連盟

〒170-0002　東京都豊島区巣鴨3-39-4　東都ビル２階

第２回パラグライディングアジア選手権インにし阿波実行委員会

〒770-8055　徳島県徳島市山城町東浜傍示３９

TEL:+819031816317　メール：comp@asia.hangpara.jp

mailto:comp@asia.hangpara.jp


●目的

この大会の目的は、良い、安全で、満足のゆく競技フライトを提供し、以ってプレアジア選手権の勝

者と日本選手権者を決定し、全ての国のパイロットとの有効を深めることである（セクション７Ｂ，

２．２項）。

●スケジュール

５月１日 　９：００～１２：００　受付および機体検査

　　　　 　９：００～１８：００　練習フライト

　　　　 １８：００～２０：００　受付および機体検査

　　　　 ２０：００～２０：３０　セーフティブリーフィング

　　２日 　６：３０～　８：００　受付および機体検査

　　　　 　９：３０～１０：００　開会式

　　　　 １０：００～１０：３０　セーフティブリーフィング

　　　　 １０：３０～１７：００　競技

　　　　 １８：００～２０：００　レセプション

　　３日 　８：００～１７：００　競技

　　４日 　８：００～１７：００　競技

　　５日 　８：００～１７：００　競技

　　６日 　８：００～１５：００　競技

　　　　 １８：００～　　　　　　表彰式・閉会式

●役員

　 競技委員長　　　　　　　　西ヶ谷　一志

　 セーフティディレクター　　岡　芳樹

スコアキーパー　　　　　　椋本　清治

テクオフディレクター　　　毛利　謙作

運送・回収　　　　　　　　久保　邦明

気象担当　　　　　　　　　西ヶ谷　一志

FAIスチュワード　　　　　Leonard Grigorescu（ルーマニア）

１．エントリー

１．１．参加資格

プレ第2回パラグライディングアジア選手権はアジア大陸の全FAI会員および準会員に開かれている。

その他の大陸の資格のあるパイロットは、空きがある場合に限り参加を認める。

全てのエントリーは、公式ウエブサイト（http://asia.hangpara.jp ）からオンラインで行う。

エントリー申請書を受け取ると、主催者はエントリーを受け取った旨、メッセージを送り返す。正式

なエントリーはエントリー費が支払われてからとなる。

エントリー申請書の締め切りは、2009年 4月 18日の 24:00(日本時間）とする。

エントリー費の受け取り期限は、2009年 4月 18日の 24:00とする。

１．２．エントリー費

2009年 4月 18日 24:00の締切期限を過ぎての申請書ならびにエントリー費の到着は、受け付けない。

パイロットの参加資格は2009年 4月 18日を最終とする。

エントリー費は、35,000円とする。

エントリー費には以下のものが含まれる：

　　　　・ターンポイントの記載された地図

　　　　・大会スケジュール

　　　　・選手カード

　　　　・運搬・回収の詳細を含む日程表

http://asia.hangpara.jp/


　　　　・Ｔシャツ

　　　　・ターンポイントリスト

　　　　・総合情報

　　　　・全パーティーならびに催事への無償招待

１．３．返金

全てのエントリー費は2009年 4月 18日 24:00までに全額入金されなければならない。

エントリー費は大会失格となった選手に返金はしない。

2009年 4月 18日 24:00までにキャンセルした場合は、エントリー費の90%から送金手数料を差し引い

たものを返金する。

2009年 4月 18日 24:00以降にキャンセルした場合は、エントリー費は返金しない。

２．一般的競技規則

２．１．選手受付

海外の選手は、本人が 2009年 5月 1日の9:00～12:00および18:00～20:00に本部受付で受付を済ませ

ること。

公式受付の終了は2009年 5月 2日の8:00で、それが大会の正式スタートとなる。

２．２．必要書類

　　・選手の身分および国籍を証明するもの

　　・有効なFAIスポーティングライセンス

　　・エントリー費支払い証明書

　　・グライダーの耐空性を証明するもの

　　・参加資格（2.3項参照）を満たしていることを、パイロットのＮＡＣあるいは連盟が承認した

　　　証明書

　　・保険証書

大会をスタートする前に、治療および救援者費用としてそれぞれ最低 2千万円（国内選手は救援者費

用500万円以上）ならびに最低 1億円の（第3者）賠償責任保険に加入している英文又は和文による

保険証券を主催者に提示しなければならない（セクション７Ｂ，２．１２．項）。

日本の保険会社は、第３者賠償責任保険を必要とするパイロットには3,500円で提供する。

全ての選手は次の書類に署名すること。

　　・誓約書（免責承諾書）

　　・セーフティ・フォーム（使用グライダーの最新情報、にし阿波での宿泊先、携帯電話番号）

２．３．選考方法

この大会に参加するパイロットの最低資格は次のものとする：

(a) パラプロ４以上のライセンスを所有していること。　　および

(b) 大会において３０ｋｍを越えるフライトを２本している。

海外選手枠として４４名（120名の25%以上）を確保する。この大会は日本選手権でもあるので、日本

選手用に７６名を確保する。

１）エントリーを締め切った時点で、アジアからの海外選手のエントリーが４４名を超えた場合、

WPRSランキング順に選考する。WPRSランキングの無い選手は、エントリー費を早く払った選手を優先

する。

２）アジアからの海外選手が４４名に満たない場合、アジア以外の海外選手を選考する。選考方法は

１)と同じとする。

３）エントリー締め切り時点で、日本選手が７６名に満たず、なおかつ海外選手が４４名を超えてい

た場合、日本選手枠で空いている分を、まず優先的にアジアからの海外選手に振り分け、次にアジア



以外の海外選手に振り分ける。選考方法は上記１）、２）と同じとする。

２．４．エントリー

大会はアジア大陸の全FAI会員および準会員に開かれている。

エントリーは公式ウエブサイトから行われ、エントリー費の支払いがなければならない。エントリー

の締め切りは、2009年 4月 18日 24:00とする。

２．４．１．エントリー締め切り

エントリー締め切りまでに、到着しなかったエントリー申し込みおよびエントリー費は受け付けない。

２．４．２．エントリー費

エントリー費は35,000円とする。エントリー費はペイパル（海外からの送金のみ）を通して振り込む

ものとする。ウエブを通してエントリーをすると、請求書がパイロットのメールアドレス宛送付され

る。また、日本人選手は別に示す銀行口座に振り込む。

２．５．スケジュール

大会本部は５月１日の9:00～12:00、18:00～20:00および

５月２日の6:30～8:00まで開いている。受付の終了時間は5月 2日8:00とする。

強制参加のセーフティ・パイロット・ブリーフィング：5月 1日20:00～20:30大会本部および

5月 2日10:00～10:30テイクオフで開催される（海外選手は５月１日のものに参加するように勧め

る）、説明事項：安全、運搬、ＧＰＳ，得点計算、戦略など。このセーフティブリーフィングに参加

しない選手は競技に参加することは出来ない。

公式時刻は UTCプラス９時間である。

１日のスケジュール

　・　７：４５　本部オープン

　・　８：００　本部からテイクオフへの移動

　・　９：１５　競技委員長/タスクおよびアンゼンコミッティミーティング

　・１０：００　パイロットブリーフィング

　・１０：３０　ゲートオープン

　・１６：００　本部で帰着申告受け付け開始

　・１７：００　タスククローズ

　・１７：１５　ランディングレポート最終時刻

　・２０：００　本部クローズ

　・２０：００　仮結果発表

このスケジュールは変更の可能性がある。変更は競技委員長からブリーフィングで発表される。

３．不服申し立てと抗議

３．１．不服申し立て

不服申し立ては訂正を目的として、書面により競技委員長あるいは副競技委員長に提出されなければ

ならない。それは遅滞無く提出され、迅速に対処される。その結果に満足できない場合、書面により

競技委員長あるいは副競技委員長に抗議を提出しなければならない。

不服申し立ての期限は、仮発表の後、１時間とする。ただし、最終タスクにおいては、３０分とする。

３．２．抗議

抗議の提出期限は、仮発表あるいは不服申し立てに対する結果の後１時間とする。ただし最終タスク



においては、３０分とする。

抗議は英語で書かれていなければならず、また、パイロットの氏名とゼッケン番号が記入されていな

ければならない。抗議は供託金と共にパイロット自身により、競技委員長へ提出されなければならな

い。供託金は５，０００円とし、抗議が認められた場合は返却される。

４．テイクオフ

４．１．タイプ

　・斜面からの足でのテイクオフ

　・テイクオフは主として水の丸（メインテイクオフ）から行われる

　・タイクオフの海抜は１１００ｍ、ランディングからは１０００ｍである

　・３機が同時にテイクオフ可能

４．２．テイクオフ方法（セクション７Ｂ，２．２４．３項）

本大会ではローンチオーダー方式を採用する。初日のオーダーは、大会開始時の WPRSランキングによ

る（WPRSランキングの無い選手は、本部での受付の際に抽選で決める）。それ以降は大会での成績順

となる。

初日：WPRSランキングによる男子上位１５名、女子５名は、好きなときにテイクオフエリアに入るこ

とが出来る。

それ以降：大会中の直近の総合結果に基ずき男子上位１５名、女子５名は、好きなときにテイクオフ

エリアに入ることが出来る。

５．無線および携帯電話
この大会では、主催者が各選手に１個の無線機を用意する。周波数は465.1875MHzの１波である。

アマチュア無線を空中で使用することは出来ない。

無線機は単３電池５本を必要とする。電池は各自用意すること。

安全上に理由から、携帯電話の使用は無制限とする。

注意：全ての選手は、日本で使える携帯電話番号を、大会本部での受付時に申告する。

公式安全無線周波数は、465.1875MHzである。

６．再テイクオフ
選手は、決められたテイクオフ時間内に、タスクを遂行するために１回のテイクオフが許される。

テオクオフの失敗あるいはテイクオフ直後に発生した安全上の問題によりランディングせざるを得な

かった場合、それは、許された１回のテイクオフにカウントはしない。

もしこのようなランディングが、緊急ランディングであると競技委員長あるいはセーフティ・ディレ

クターにより見なされなかった場合は、再テイクオフは許可されない。

７．タスク
ゲートオープンおよびクローズ時刻、スタート時刻、ゴールクローズ時刻、最終ランディング時刻は

タスクボードに記入される。ゲートの延長基準も記入される。

その日のタスクが有効になるには、タイクオフ可能な時間が、最低でも、そのタスクに参加した選手

人数に１分をかけただけなければならない。

８．風速
タスクを行う最大風速は、テイクオフで測定して２２ｋｍ/ｈとする。



９．スコアリング

９．１．計算式

スコアリングにはＦＳプログラムを使用し、計算式はGAP2002を使用する。フライトの証明ソフトは

GPSDUNP+FSである。

スピードセクションの終了点に到達し、ゴールに到達しなかった場合は時間得点は与えられない。

GAPのパラメーターは：後日

　　・ミニマム距離 ＿＿＿＿ｋｍ

　　・ノミナル距離 ＿＿＿＿ｋｍ

　　・ノミナルゴール＿＿＿＿％

　　・ノミナル時間 ＿＿＿＿時間

９．２．トラックログ

GPSによるトラックログのみがフライトを証明しデーターを提供するものである。２個以上のGPSによ

るトラックログを合体させて必要なトラックログとすることも可能である。有効であると判断される

ためには、GPSトラックログは現在有効なセクション７Ｂ第１６章の要求事項を満たしていなければ

ならない。

９．３．ＧＰＳ

各パイロットは少なくも１個の３Ｄ GPSを持ってフライトしなければならない。

GPSDUMPのバージョン4.31でサポートされているGPSのみが受け入れられる。

９．４．救助

災難にあったパイロットを救助するためにランディングした（あるいはフライトを中止した）パイロッ

トには得点が与えられる。この得点は、その日のトップの選手に対するパーセントで表示され、競技

委員長により決定される。

９．５．時間前スタート

スタートゲートがオープンする前にスタートした選手には、ミニマム距離を与える。

９．６．着陸報告

選手はその日のタスクに対して得点を得るには、ランディング・セーフティ用紙に記入しなければな

らない。

１０．ペナルティ

１０．１．制限区域

制限区域上空を飛ぶことは、スポーツマンシップに反し、危険であり、本大会のローカルルールに抵

触する（セクション７Ｂ　２．２８．２項）。違反したパイロットへの罰則はその日のタスク失格。

２度目の違反が発覚したら大会失格となる。違反を証明するにはGPSトラックログなどの証拠が必要

である。制限区域は地図に記される。



１０．２．空中接触

空中接触した選手は、自分の機体の構造に疑問がある場合、フライトを続行してはならない。空中接

触した選手は接触した地点でランディングしたと見なして採点する。空中接触は競技委員長に報告さ

れなければならない。かかわりのあった全ての選手から、個別の報告がなされなければならない。

１０．３．電力線

電力線にぶつかった選手はペナルティを課せられる。

(a)事件（線を切断するとか電力をとめるとか）にならない程度に初めて電力線に触れた選手には警告

を与える。２回目に触れた場合にはそのタスク失格とし、３回目には大会失格とする。

(b)初めて、キャノピーが電力線に引っかかった（引きずりおろした場合も含む）選手はそのタスク失

格とする。２度目は大会失格とする。

(c)報告をしなかった選手又は虚偽の報告をした選手は大会失格とする。

１０．４．減点

このルールあるいは２００８年版のセクション７Ｂに含まれるあるいは参照されるいかなるルールに

対する違反、あるいは選手自身、他の選手、大会役員、ボランティア、観客を危険にさらす行動に対

し

ペナルティが課せられたり、失格させられたりする。このルールに明確に記述されている場合を除き、

ペナルティの大きさは競技委員長の裁量による。ペナルティは事象のおきたその日のタスクの得点に

適用される。

例えば、１０%のペナルティとは、その日のタスク得点の９０％が与えられる。１００%のペナルティ

は、その日のタスク得点がゼロになる。

１１．サーマリング
全ての選手は、セクション７Ｂ１７章のサーマルのルールと方法を読み理解していなければならない。

１１．１．旋回方向

テイクオフからスタートゲートまであるいはブリーフィングで決められた範囲では、奇数日には左、

偶数日には右旋回をしなければならない。
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