
 
 

湘南コーストスタントカイトチャンピオンシップス 

 
 

 1990年９月、日本で初めての本格的なコンペティションとして神奈川県・平塚

海岸でスタートした＜湘南コーストスタントカイトチャンピオンシップス＞は、

92年より日本のスポーツカイト発祥の地、藤沢市・鵠沼海岸にフィールドを移し、

大会内容をグレードアップしたことにより注目され、日本のトップフライヤーを初

め、アメリカからのエントリーもあり、世界規模の大会となりました。 

 94 年の第６回大会からは多くのフライヤーの要望に応え、日本で唯一の３日間

の大会に拡大、門戸を広げたことにより、日本全国のフライヤーが湘南を目指し、

その年の＜グランド ナショナル コンペティション＞として位置づけされた、日

本最大の大会となりました。 

 本年（200５年）の第 1７回大会は、10 月２９日（土）・10 月３０日（日）

の２日間とし、全国チームを含めトップフライヤーの参加を予定しております。ま

た、本大会をより活気に溢れた楽しい大会にしたく、記念大会特別プログラムを考

えております。 

 大会々場が江ノ島・富士山を望む鵠沼海岸のためギャラリーも多く、そのロケー

ションとカイトフライングとの相乗効果により、観光客や地元の方々にも喜ばれて

おり、体験会では多くの人にスポーツカイトの面白さを満喫していただいておりま

す。 

 近年、メディアのスポーツカイトへの関心が高まり、テレビや雑誌などに多く紹

介され 年齢、性別に左右されないスポーツとして定着しつつあるスポーツカイト

の、より一層の理解と、幅広い普及のためにも、今大会を成功させアピールしたく、

多くの方々のご支援、ご協力をお願いいたす所存です。 

 

○ 湘南コーストスタントカイトチャンピオンシップス大会事務局 

○ 公式 HomePage URL  http://ｗｗｗ.geocities.jp/airrex_y/jskf/2005shonan.html 
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REVOLUTION CUP REVOLUTION CUP 
 秋のカイトシーズンを迎え、フライヤーの皆様におかれましては、ますますご健勝のことと、お慶び申しあげます。  秋のカイトシーズンを迎え、フライヤーの皆様におかれましては、ますますご健勝のことと、お慶び申しあげます。 

 このたび、［第 1７回湘南コーストスタントカイトチャンピオンシップス］を下記要項により開催いたします。  このたび、［第 1７回湘南コーストスタントカイトチャンピオンシップス］を下記要項により開催いたします。 

 今大会は皆様が参加できる楽しい大会としたく、多くのエントリーをお待ちしております。  今大会は皆様が参加できる楽しい大会としたく、多くのエントリーをお待ちしております。 

  

大  会  要  綱  
☆日    程 ： 200５年 10 月２９日 (土 ) ３０日 (日 ) 2 日間  

☆会     場 ： 神奈川県藤沢市 鵠沼海岸 

☆主     催 ： 湘南コーストカイトイベント実行委員会 (委員長  川勝  潔 ) 

☆公     認 ：  A.J.S.K.A.  J.S.K.F.(J.S.K.C.・湘南・葛西・富士 )   

☆協     力 ： 日本カイト工業会（ＪＫＩＡ） 

 Revolution Enterprises 

           江ノ島ビーチクラブカイト部会 

 平塚ビーチクラブカイト部会 

 JAPAN SPORTS KITE CLUB EAST BRANCHI 

 富士スタントカイトクラブ 

 湘南花水組  （順不同） 

☆協     賛 ： ご協賛各社 

☆大会事務局： 湘南コースト大会事務局 

 〒251-0037 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 7-14-25 （藤吉  幹治  宅内） 

☆公式ホームページ： http://www.geocit ies. jp/ai rrex_y/jskf/2005shonan.html 

☆問い合せ先： ザ・カイトワールド 045-391-6368 (小田川 ) 

          藤吉  幹治  090-8856-6943  

☆申込み方法： 別紙＜REGISTRATION FORM＞を大会事務局宛郵送 

もしくは、 FAX 0466-60-5200 迄、送信して下さい。 

☆エントリーフィー： 別紙＜REGISTRATION FORM＞をご参照ください。 

☆エントリーフィー払込方法： 下記銀行へお振込みください。 

☆振込み銀行： 横浜銀行 鵠沼支店（店番 613） 普通預金（口座番号 1170627） 

 湘南コーストスポーツカイトチャンピオンシップス 藤吉幹治 

☆締   切   日 ： 10 月 21 日（金）必着 

☆その他：   今大会はエントリー受付書を送付いたしませんので、大会事務局より連絡の 

ない場合はエントリー完了とさせていただきます。  ご了承ください。 



 

競  技  種  目     

    

クラス  種   目  エントリー条件  定  員  

ノービス  
個人規定  

ｺﾝﾊﾟﾙｿﾘｰ３種  
・競技会に参加されたことのない方  
・技術的に初心者と判断された方  

ファイナル
２０名  

オープン  
個人規定  

ｺﾝﾊﾟﾙｿﾘｰ３種  
・ノービスクラス以外のフライヤー  

ファイナル
２０名  

オープン  
個人バレー  
２分～４分  

・ノービスクラス以外のフライヤ－  
ファイナル
２０名  

オープン  
ペアバレー  
２分～５分  

・クラスに関係なく全てのフライヤーが参加可能  
ファイナル
１５チーム

オープン  

チーム規定  
ｺﾝﾊﾟﾙｿﾘｰ３種  
ﾃｸﾆｶﾙﾙｰﾃｨｰﾝ 
２分～５分  

・クラスに関係なく全てのフライヤーが参加可能  
ファイナル
１ 0 チーム  

オープン  
チームバレー  
２分～５分  

・クラスに関係なく全てのフライヤーが参加可能  
ファイナル
１０チーム

オープン  
クワッド  
個人規定  
ｺﾝﾊﾟﾙｿﾘｰ３種  

・クラスに関係なく全てのフライヤーが参加可能  
ファイナル
２０名  

オープン  
クワッド  
個人バレー  
２分～４分  

・クラスに関係なく全てのフライヤーが参加可能  
ファイナル
１０名  

オープン  
クワッド  
チームバレー  
２分～５分  

・クラスに関係なく全てのフライヤーが参加可能  
ファイナル
１０チーム

 

大会スケジュール    
    

日 程 クラス 種 目 競技内容  

オープン 個人規定  ファイナル 

オープン クワッド個人規定  ファイナル 

オープン 個人バレー ファイナル 

オープン チーム規定  ファイナル 

10 月 29 日 （土 ） 

９：００～  

オープン クワッド個人バレー ファイナル   

   ノービス 個人規定  ファイナル 

オープン ペアバレー ファイナル 

オープン クワッドチームバレー ファイナル 

10 月 30 日 （日 ） 

９：００～ 

オープン チームバレー ファイナル 

 
ルール    

・ I .R .B.のルールを適用します。但し、フィールドの状況により、ローカルルールを適用する場合もあります。 

 
 

 
 

 

 



 

注意事項     

 

・今大会の T シャツは製作いたしません。 

・今大会には次のカップが贈られます。 REVOLUTION CUP ・・・ クワッドライン種目の入賞者  

                         大会オリジナルカップ ・・・・ デュアルライン種目の入賞者  

・ A.J .S.K .A .非会員の方は、当日、大会保険料として、\500-徴収します。 

・ フィールドは、１００mx７０m です。 

・スケジュールは、天候、風のコンディションにより、遅延、中止することがあります。 
状況により中止となりましてもエントリーフィーは返還致しません。 

・バレーの音源はカセットテープ、ＣＤ、ＭＤでの標準録音された物をご用意下さい。 
 （ＣＤ、ＭＤの場合はバックアップ用に必ずカセットテープもご用意下さい） 

・ゴミは責任を持ってお持ち帰り下さい 
・宿泊、昼食は、各自でお手配ください。 

  フライヤーズ・パーティー 

・10 月 29 日 （土 ）6：30ｐｍより藤沢駅前「BERーREAL」においてフライヤーズ・パーティーを 
 行いますので、奮ってご参加ください。（会費は￥6,000 飲み食べ放題です。） 
 
 
 規定図形  

 
 
 
 
 

ノービス個人規定図形 

Launch,Circle,and Land 

IRBC規定･DI-04 

Jump 

IRBC規定･DI-07 

Octagon 

IRBC規定･DI-09 

オープン個人規定図形 

Split Figure Eight 

IRBC規定･DI-11 

Axels 

IRBC規定･DI-06 

Stops 

IRBC規定･DI-12 

チーム規定図形 

Team Diamonds 

IRBC規定･DT-10 

Arch de Triomph 

IRBC/DT-05 

Cascade 

IRBC規定･DT-11 

QUAD個人規定図形 

Circle 

IRBC規定･MI-01 

Tow Down 

IRBC規定･MI-04 

Swing 

IRBC規定･MI-05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17th SHONAN COAST STUNT KITE CHANPIONSHIPS 

 

REGISUTRATION FORM 
 
ふりがな  ＡＪＳＫＡ Ｎｏ  
氏  名    

 
ＡＪＳＫＡ クラス  

個人  （           ）  
ペア  （           ）  

〒  

チーム  （           ）  
ＴＥＬ           （       ）  クワッド  （           ）  
ペア／チーム名  ＡＪＳＫＡ Ｎｏ  

  
ペア／チーム メンバー名  

①  ②  ③  

④  ⑤  ⑥  

 
参加種目  

 
クラス  種    目  ○  印  クラス  種    目  ○  印  

ノービス  個人規定   オープン  クワッド個人規定   

オープン  個人バレー   オープン  クワッド個人バレー   

オープン  ペアバレー   オープン  クワッドチームバレー   

オープン  チームバレー   オープン  チーム規定   
 
エントリーフィー  

 
エントリーフィー  １名  ￥５，０００  （種目数制限なし）  
 1 名  ￥４，０００（ノービスのみの参加者）  
パーティー会費  １名  ￥６，０００  （ 参加人数       ）  
 
エントリーフィー合計  
 
エントリーフィー  ＋  パーティー会費  ＝  合計  

（         ）  ＋  （        ）  ＝   

 
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｽﾀｯﾌ募集  スタッフとしてボランティアしていただける方のご協力をお待ちしています。  

 

29 日 （土 ）  30 日 （日 ）  

 
 

 
 



 
 

【宿泊のご案内】 
 

 
＜藤沢駅周辺ホテル＞  

ホテル名  連絡先  料金  

ホテル法華クラブ藤沢  ０４６６－２７－６１０１  Ｓ  8,030～  

クリスタルホテル藤沢  ０４６６－２８－２１１１  Ｓ  8,800～  

インテリジェンスホテル３３０藤沢  ０４６６－２４－０３３０  Ｓ  6,900～  

藤沢グランドホテル  ０４６６－２２－１３１１  Ｓ  9,000～  
 
＜江ノ島内旅館＞  

旅館名  連絡先  料金  

岩本楼本館  ０４６６－２６－４１２１  

恵比寿屋  ０４６６－２２－４１０５  

リゾートホテル洗心亭  ０４６６－２２－４１８１  

各旅館に  
お問合せ  
下さい。  

 
＜江ノ島内民宿＞  

民宿名  連絡先  料金  

うさみ  ０４６６－２３－８１３３  

江ノ島亭  ０４６６－２２－９１１１  

海上亭  ０４６６－２２－４２３５  

海花亭  ０４６６－２６－１４７３  

ゑじま  ０４６６－２２－７７８６  

小川亭  ０４６６－２２－６７８２  

アサエ  ０４６６－２３－７７０６  

重助  ０４６６－２３－１９３２  

和田屋  ０４６６－２２－１８２０  

各民宿に  
お問合せ  
下さい。  

 
 

※ご注意   宿泊希望の方は各自直接お問合せください。  
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