
尾神岳 Paraglider Student Cup 2018 

開催要項 

 

主    催   尾神岳スカイスポーツ大会実行委員会 

共  催   上越市教育委員会 

後  援   尾神岳スカイスポーツエリア運営委員会、上越尾神岳パラグライダースクール 

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 

大会委員長  北井 文雄（尾神岳スカイスポーツ大会実行委員会委員長） 

競技委員長  文字 英彰（エア・カッシー - Airkassy -）     

開催場所     新潟県上越市吉川区  尾神岳エリア 

開催日程     2018年 8月 21 日（火）～8 月 23 日（木）    公式練習日はなし 

大会日程     8 月 21 日（火） 

(予定)       8：30～ 9：00    受  付（尾神岳 PGスクール事務所兼入山受付所前） 

             9：00～ 9：30    開会式（尾神岳 PGスクール事務所兼入山受付所脇） 

             9：30～10：00    会場移動・準備・コンディションミーティング 

       10：00～12：00    フリーフライト、フライトミーティング 

             12：00～16：00    競  技（テイクオフ ウィンドウ クローズ 15:00） 

             16：00～18：00    自由時間（風呂等） 

             18：00～19：30    交流会 

             8 月 22 日（水） 

             9：00～ 9：30    受  付（尾神岳 PGスクール事務所兼入山受付所前） 

             9：30～10：00    会場移動・準備・コンディションミーティング 

              10：00～12：00    フリーフライト、フライトミーティング 

             12：00～16：00    競  技（テイクオフ ウィンドウ クローズ 15:00） 

             16：00～17：00    中間集計 

             8 月 23 日（木） 

              9：00～ 9：30    受  付（尾神岳 PGスクール事務所兼入山受付所前） 

             9：30～10：00    会場移動・準備 

              10：00～12：00    フリーフライト、フライトミーティング 

             12：00～15：00    競  技（テイクオフ ウィンドウ クローズ 14:00） 

             15：30～16：30    集  計 

             16：30～17：00    閉会式（尾神岳 PG スクール事務所兼入山受付所脇） 

競技方法     Open Class       クロスカントリー 

         Sport Class     デュレーション/ターゲット 

         合宿 Class       講習バーンでの練習 

                Open,Sport Class の競技規定は PG学生リーグ規定に準ずる。 



参加資格      JHF フライヤー会員証が有効な者 

       以下の JHF 技能証を有する者(又は相当する JPA 技能証を有する者) 

            Open Class…P 証,NP 証以上  Sport Class…NP、B 証以上 合宿 Class…B 級以

下 

         また各 Class における項目すべてを満たした者を選手として認める。 

              各技能証を申請中の者は無効とする。 

            日本学生フライヤー連盟に加盟している者。 

       NP 証での Open、B 証での Sport Class出場希望者、合宿クラスのフリーフライ

ト希 

       望者は下記の応募方法に記載してある書類を提出済みの者を選手として認める。 

       当日エントリーでの NP 証での Open、B 証での Sport Class 出場、合宿クラスの

フリ 

       ーフライトは認めない。 

参加備品      ○適切な防護ヘルメットを着用すること。 

              ○180 日以内にリパックした緊急パラシュートを装備すること(Open、Sport 

Class 出場者、フリーフライトする合宿 Class)。 

              ○GPS を装備すること（Open Class 出場者）。 

              ○脱落防止装置付きのハーネスを装備すること。 

              ○ハーネスの臀部と背面には適切なクッションが入っていること。 

              ○ツリーラン回収セットを装備すること。 

           以上の装備がない場合は競技に参加できない。 

       ○GPS と PC の接続のためのケーブルを持参すること。（Open Class 出場者）。 

              ※スカイレジャー無線機は主催者側で用意するので当日装備すること。 

参 加 費     Open、Sport: \13,000 円  合宿：\12,000 円 当日エントリー：\14,000 円 

             スカイレジャー無線機使用料、昼食費、交流会費（3,500 円）を含む。 

       主催者の一方的な理由による大会中止を除き、いかなる理由においても参加費

の返金はできない。この場合は参加費から振込手数料を引いた額を返金する。

また、参加者の変更もできないものとする。 

表   彰      各クラスとも 1 位～3 位まで賞状と副賞を授与する。 

応募方法      8 月 8 日（水）締め切り 

            ○応募締め切りまでに参加費を下記の口座に振り込み、パラグライダー学生リー

グのホームページ（http://pg.jsff.org/index.html）からエントリーフォーム

に書き込みエントリーすること。 

○当日、誓約書、エントリー費振込領収書、技能証、JHF フライヤー登録証を持

参すること。NP 証での Sport Class 出場の参加者は参加選手技量調査書及び認

定書も当日持参すること。 

              ○JHF 技能証を持っていない者は、技能証のかわりに 8 月 8 日必着で参加選手技

量調査書及び認定書、JHF のものでない技能証のコピーを大会事務局まで送付

http://pg.jsff.org/index.html


すること。 8 月 8 日に間に合わない場合は当日持参すること。 

          ○締め切りを過ぎた場合、当日エントリー用紙および上記のものを当日持参す

ること。 

              ○NP 証での Open、B 証での Sport Class 出場希望者は 8月 8 日必着で教員の推

薦による「参加選手技量調査書および認定書」と「技量調査シート」を下記の

PG リーグ事務局まで提出すること。 

       ○合宿クラスのフリーフライト希望者は 8 月 8 日必着で教員の推薦による「参

加選手技量調査書及び認定書」を下記の PG リーグ事務局まで提出すること。 

振込口座      えちご上越農業協同組合 吉川支店 普通 0010887  

           名義人 尾神岳パラ会計（オカミダケパラカイケイ） 

そ の 他      ○天候等により競技が成立しない場合があります。 

              ○宿泊施設は、地元町内会館を用意しています。料金は、2 日間で 1,000 円です。

希望者は、大会当日、申込みと納付をお願います。これ以外のホテル等のあっ

せんはしません。 

 

大会事務局    ○尾神岳スカイスポーツ大会実行委員会 

〒949－3494 

新潟県上越市吉川区下町 1126 

吉川区総合事務所教育･文化グループ 

担当  細谷淳一 

                    TEL:025-548-3011（代表） 

                    FAX:025-548-3011 

                    E-mail:sky-sports@city.joetsu.lg.jp 

 

後援団体   ○上越尾神岳パラグライダースクール 

〒949-3552 

新潟県上越市吉川区尾神 588-1 

篠原 紀行  

                    TEL＆FAX:025-547-2211 

E-mail:okami@airkassy.com            

 

日本学生フライヤー連盟 ＰＧリーグ事務局 

               〒990-0021 

              山形県山形市小白川町 4 丁目 2-32 クレール・アイ G107号室       

                 上石  一葵 

                     TEL:090-3984-7628 

                     E-mail:nurumayu4c@yahoo.co.jp 

tel:025-548-3011
tel:090-3984-7628

