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競技オブザーバー登録制度
2013 年 1 月 27 日 施行
（日本気球連盟スポ ーツ規定より独 立）
2014 年 1 月 26 日 改正
2014 年 7 月 6 日 改正

第１章

目的

1-1 日本気球連盟では、熱 気球競技の充実 を目的とし 、1987 年からオブザーバー・ラ ンキング・シス テ
ムを運用してきたが 、制度の 整理に伴い 、2013 年より名称を競技オブザ ーバー登録制度 と変更す る 。
1-2 スポーツ委員会は、 初級・上級のオ ブザーバー講 習会を実施・公認し 、またオブザー バーの記録 を
管理するとともに、 オブザーバーに 必要な情報を 提供する。

第２章

登録証の発行

2-1 スポーツ委員会は、 競技オブザーバ ーに登録され たオブザーバーに対 して、登録証を 発行する。
2-2 登録料は 1,000 円とする。
2-3 登録証の再発行に関 しては、過去の 記録が確認で きる場合に限り、1,000 円で行う。

第３章

クラス分類および資格

3-1 競技オブザーバー登 録制度では、オ ブザーバーを クラス A、クラス B、クラス C に分類する。
3-2 それぞれのクラスの 資格は以下の通 りとする。
1）クラス C は、以下の条件を満た さなければな らない。
a）スポーツ委員会の主 催・公認する 初級オブザー バー講習会を受講す ること。
b）登録時に 16 歳以上であること。
2）クラス B は、以下の条件を全て 満たさなけれ ばならない。
a）クラス C を取得していること。
b）日本気球連盟の正会 員もしくは家 族会員である こと。
c）スポーツ委員会 の認定したタ スクに少なくと も 20 タスク以上オブザーバ ーとして参加し
た経験がある こと。
d）日本選手権か国際航 空連盟（以 下「FAI」とい う）の定めるカテ ゴリー1 もしくは 2 の大会
で、1 大会以上（2 フライト以上）オ ブザーバ ーとして参加した経 験があること。
3）クラス A は、以下の条件を全て 満たさなけれ ばならない。
a）クラス B を取得していること。
b）スポーツ委員会の主 催・公認する 上級オブザー バー講習会を受講し ていること。
c）日本気球連盟の 正会員もしく は家族会員であ る こと。
d）スポーツ委員会の公認 したタスクに 少なくとも 50 タスク以上オブザ ーバーとして参 加 し た
経験があること。
e）日本選手権か FAI の定めるカテゴリー1 もしく は 2 の大会で、3 大会以上オブザーバー と し
て参加した経験が あること。
f）日本気球連盟の定める 熱気球操縦士 技能証の取 得に必要な筆記試験 に合格すること 。ま た は
有効な熱気球操縦 士技能証を所持 していること 。

第４章

登録申請手順

4-1 クラス C は、初級講習会の受講 履歴をもとに 登録される。
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4-2 クラス B は、以下の書類を事務 局に提出し、 スポーツ委員会によ って認定される 。
1）クラス C のオブザーバー 登録証。（オ ブザ ーバー活動記録が記 入してあること ）
2）日本気球連盟の会 員証のコピー 。
4-3 クラス A は、以下の書類を事務 局に提出し、 スポーツ委員会によ って認定される 。
1）クラス B のオブザーバー 登録証。（オ ブザ ーバー活動記録が記 入してあること ）
2）日本気球連盟の会 員証のコピー 。
3）上級オブザーバー 講習会の受講 証のコピー。 または登録証に上級 オブザーバー講 習会受講の記
録があること。
4）日本気球連盟の行 った熱気球操 縦士技能証の 取得に必要な筆記試 験の合格証明か 熱気球操縦士
技能証のコピー
4-4 オブザーバー登録証の活 動記録へのサ インは 、該当する大会のチ ーフオブザーバ ーまたはデブ リー
ファーのものとする 。

第５章

認定

5-1 競技オブザーバー登 録されたクラ ス A もしくはクラス B のオブザーバーには 、認定証とパ ッチ が
提供される。

第６章

国際選手権への推薦

6-1 日本気球連盟は、 FAI に定められている国際 選手権のオブザーバ ーには、クラ ス A・クラス B・
クラスＣの優先順位 で推薦する。
6-2 推薦されるオブザーバー は競技オブザ ーバー として最低限の英語 を話すことが必 要とされる。

第７章

対象タスク

7-1 競技オブザーバー登録制 度の対象とな るタス クは以下とする。
1）1986 年以降に実施され た日本選手権 タスク 。
2）1987 年以降に実施され た日本ランキ ングタ スク（NRS タスク）。
3）FAI の定めるカテゴリー1 もしくは 2 で実施 されたタスク。
附則
この制度は、2014 年 7 月 6 日より施行する。
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