
千葉県高校生スポーツクライミング大会 

第 11 回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会千葉県代表選考大会プログラム 

 

１ 主催 一般社団法人 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 

千葉県高等学校体育連盟(共催)  

    

２ 主管 千葉県高等学校体育連盟登山専門部 

 

３ 趣旨 県下高校教育の健全な発達と高校スポーツの振興をはかり、併せて令和２年度第 11 回全国高等

学校選抜クライミング選手権大会の本県代表選抜を行う。 

 

４ 期日 令和 2 年 9 月 13 日(日) 

 

５ 会場 印西市松山下公園総合体育館(千葉県印西市浦部 275) 

 

６ 大会日程および全体的な注意事項 

     9 月 13 日(日) 

8:30~ 受付開始 

8:30~ 8:50 役員打合せ 

9:30~15:45 競技  

＊受付は選手ごとに行いますが、時間は選手によって異なります。時間内に受付を必ず行ってください。そ

の際「健康チェックシート」を必ず提出し、検温を受けてください。「健康チェックシート」がない場合

は参加できません。学校単位で集合するのは控えてください。打ち合わせは事前に学校で行ってください。

大声を出して応援したり、身体的な接触は避けてください。アリーナや観客席では充分な距離を保ってく

ださい。その他 11 の『 新型コロナウイルス(COVID-19)感染防止対策について 』をよく読んで感染の

防止に努めてください。 

＊受付終了後は、指定された時間内でのみメインアリーナ内のアップ壁でウオーミングアップが可能です。

受付 アップ可能時間 競技 男子ゼッケン 女子ゼッケン 

   A ルート B ルート １本目 C ルート 

8:30-9:00 8:45-9:15 9:30-10:00 1--5 24--28 1--5 

9:00-9:30 9:15-9:45 10:00-10:30 6--10 29--33 6--10 

9:30-10:00 9:45-10:15 10:30-11:00 11--15 34--38 11--15 

10:00-10:30 10:15-10:45 11:00-11:30 16--20 39--43 16--20 

10:30-11:00 10:45-11:15 11:30-12:00 21--23 44--45 21--25 

 11:15-11:30 12:00-12:15   ２本目 D ルート 

 11:30-12:00 12:15-12:45 24--28 1--5 13--17 

 12:00-12:30 12:45-13:15 29--33 6--10 18--22 

 12:30-13:00 13:15-13:45 34--38 11--15 23--25,1--2 

 13:00-13:30 13:45-14:15 39--43 16--20 3--7 

 13:30-14:00 14:15-14:45 44--45 21--23 8--12 



感染防止のため一度にアップできる人数を最大１５名としています。アップができる時間帯は１本のルー

トについて３０分です。時間が終了したら速やかにウォームアップエリアから退場してください。競技時

間の５分前には各ルートの前にハーネスを付けてロープを持参のうえ集まってください。ロープやハーネ

スなどクライミング用具の貸し借りはしないでください。 

＊フラッシングで２本のルートを登り、順位を付けます。競技時間は６分です。男子は A ルートと B ルー

トを同時に行います。女子は１本目に C ルートを登り、２本目に D ルートを登ります。決勝はありませ

ん。２本目を登り終わったら、速やかに帰宅してください。閉会式・表彰式等はありません。結果につい

てはウエブ上で発表します。 

 

７．競技方法及び競技規則 

   原則として IFSC の国際ルールに準じて行う。 

① フラッシング・リード方式。各選手は２本のルートを登る。（男子２ルート、女子の 1 ルートの競

技を同時進行。）競技時間６分。競技エリアに入った時点から４０秒以内に登り始めなければなら

ない。選手の体が地面から離れた時点で時間計測開始。 

 ②  ルートはテープで示したホールドのみを手足限定で使用して登る。 

      テープで示したホールド以外を使った場合には同じ場所で１回目警告、２回目競技終了を原則

とする。それらを使って進んだ場合は元の位置に戻る。元の位置に戻れない場合には競技終了

とする。 

   ③ すべてのクィックドローに順番にクリップすること。Z クリップをした場合は、クイックドローを

外して再び正しくかけ直すこと。 

④ 選手はいつでも残り時間を聞くことができる。 

   ⑤ 次の場合には競技が中止され、最高到達点が計測されて成績となる。 

・墜落した ・競技時間を超えた ・人工的補助手段を用いた 

・使用が制限されているホールド（同じ場所で一回目注意、二回目競技中止）、壁の一部、は

りぼて、ハンガーボルト、クイックドローを登るために使用した。 

・クリップすべきカラビナに、同一カテゴリーのどの選手も手で触れることのできない位置ま

で進んでしまった。 

・下のクイックドローにクリップしないまま、次のクイックドローにクリップした。 

・アテンプト開始後、体の一部が地面に触れた。 

   ⑥ ゼッケンは背面中央のよく見える位置に付けること（足などに付けない）。 

     ⑦ テクニカルインシデント 

次のような場合、選手は申告すれば登り直すことができ、よい方が成績となる。 

申告せずに登り続けた場合にはその権利を失う。 

・ホールドの回転 

・２回以上たぐってもロープが来なかった など。 

     ※クライミングシューズの裏に剥がれたテープが付いた場合はテクニカルインシデントにはな

らないので十分注意すること。 

 

８．順位決定方法  

個人順位 

  ア ルートのラインに沿った最高到達位置でそのルートの選手の順位を決定する。同着がいる場合は平

均順位。 



  イ 2 本のルートの順位の相乗平均で順位を決定する。√１本目のルート×2 本目のルート 

   

９ 大会の中止について 

第 11 回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会が中止となった場合、または、今後の新型

コロナウイルス(COVID-19)の感染状況が悪化した場合、大会を中止することがありますので、予めご了

承ください。 

 

10 個人情報の取り扱いについて 

大会に際して提供される個人情報は本大会活動に利用するものとし、これ以外の目的に利用することは 

ありません。 

 

11  新型コロナウイルス(COVID-19)感染防止対策について 

1)会場 

・選手、引率顧問、大会役員以外の入場を禁止する。 

・会場入場者(選手、引率顧問、大会役員)の距離はできるだけ 2m(最低 1m)を確保できるようにする。 

・体育館内及びウォームアップエリアが密閉空間とならないよう十分換気を行う。 

・受付など人と人が対面する場所は、フェイスマスクを着用する。 

・感染予防のための消毒薬、体温計、石鹸、マスク、などを準備する。 

 

2)参加選手・大会役員への注意事項 

・事前健康チェックを行い、「健康チェックシート」を受付に提出する。以下に該当する場合、参加を見

合 わせる。参加選手の「健康チェックシート」には保護者印が必要となります。 

・事前チェックにおいて発熱、咳、倦怠感などの症状が続いている場合。 

・当日の朝の健康チェックにおいて 37,5 度以上の発熱がある場合 

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合。 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又

は当該在住者との濃厚接触がある場合 

・注意事項について順守できない者は、参加の取り消しや途中退場を求めることがある。 

・マスクを着用し、三密防止に努める。手の消毒、石鹸での手洗いを徹底する。 

・大声での応援、身体的な接触を避ける。 

 

3)参加選手への注意事項 

・選手は個人のロープを持参し使用する。 

※1 ロープは、シングルで PSC、EN892、UIAA に適合していること。長さは 40m 以上とする。ロ

ープの径は呼び径 9.0mm~10.2mm とする。 

※2 持参するロープは、上記※1 に指定する条件を満たし、安全に使用できるものとし、経年劣化や

高頻度の使用によって外皮に損傷のないものを事前に十分チェックして用意すること。 

※3 指定する条件のロープをどうしても用意できない場合には、8 月 4 日(火)までに申し込み先に必

ず連絡して相談すること。 

・クライミング道具は全て個人の持ち物を使う。 

・チョークは液体チョークを推奨する。 

・競技中以外はマスクを着用する。 



・他者の汗に触れることを防止するため、各選手は共有エリアで座る際に、個人用ビーチタオル 

(最小 150cm×70cm)を持参し、マット/または椅子の上に置かなければならない。 

・ウォームアップエリアの使用は時間制とする。 

・フィジカルディスタンスの徹底(入場者間の距離、の人数制限、デモビデオ上映方法など) 

・コールゾーンでの荷物の移動は選手個人で行う。 

 

4)式典 

・開会式、表彰式、閉会式などは行わない。結果の掲示のみとする。 

 

12 その他 

1)(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会への選手登録が義務づけられています。必ず選手登録を 

済ませて参加して下さい。 

2) 本大会により第 11 回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会の出場選手を選抜します。 

主催:(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会、(公財)全国高等学校体育連盟 

場所:埼玉県加須市 加須市民体育館 

日程:令和 2 年 12 月 26 日(土) ,27 日(日) 

選抜方法について 

第 11 回全国高等学校選抜スポーツクライミング選手権大会の規定に基づき選抜する。 

3）大会当日全国高体連登山専門部の分担金 1000 円 の徴収をいたします。 

 

 

☆バス時刻表 … 印西市ふれあいバス（印西市 HP 参照） 料金 100 円 バスの本数に限りがございますの

でご確認ください。 

＜行き＞西ルート    ＜行き＞布佐ルート    

千葉ニュータウン

中央駅北口 

松山下公園 木下駅前 松 山 下 公

園 

千葉ニュータウン中央

駅北口 

松山下公園 木下駅前  松山下公園 

7:17 7:29 7:59 8:08 7:45 7:59 8:50 9:12 

8:23 8:37 10:35 10:44 9:40 9:54 10:45 11:07 

9:43 9:55       

10:59 11:13       

 

＜帰り＞西ルート    ＜帰り＞布佐

ルート 

   

松山下公園 千葉ニュータウ

ン中央駅北口 

松 山 下

公園 

木下駅前 松山下公園 千葉ニュータウン中

央駅北口 

松山下公園 木下駅南口 

13:20 13:35 13:49 13:58 14:17 14:35 13:04 13:27 

14:38 14:51 15:07 15:16 16:12 16:30 14:59 15:22 

15:56 16:11 16:25 16:34 18:10 18:28 16:59 17:22 

17:14 17:27 17:43 17:52   18:54 19:17 

18:29 18:44       

 



 ＜競技役員役割分担＞ 

 競技委員長 三浦（幕総） ビレイヤー男子 A 武田（CFA）・中村（CFA） 

・飯田(CFA)・秋山（松戸南）  

審判長 阿部雅史（幕総） 男子 B 梶谷（CFA）・安楽（ＣＦＡ） 

川口（CFA）・丸山（昭和学院）    

審判  男子 A 高林（東海浦安）・新井（東海

浦安） 

女子 松谷(CFA）・原 慈 （CFA） 

瀬戸(CFA)・粕谷（幕総） 

男子 B 目次（ＣＦＡ）・佐藤（千葉工） タイムキーパー 男子 A：高橋（千城台）・ 

B：宮澤（市川〉・ 

女子 有地（ＣＦＡ）・多胡（市船） 女子 原邦（幕総） 

チーフルートセッター 

ルートセッター 

鈴木友希 

波田悠貴 

選手呼出誘導    男子 A：高橋（千葉北）・常盤（千葉北） 

B：山本（千城台）・山崎（千葉女子） 

リザルトサービス 関（市千葉）・小平（商大付属） 女子 佐々木(商大付属）・瀧田（船橋二和） 

 

ビデオジャッジ 福島（千城台）・荒川（若松）・

風戸（千葉大宮） 

記録写真 原邦（幕総） 

  放送 三浦 ※補助生徒（幕総） 

受付・会計 瀬戸(CFA)・野村(CFA) 

金内（佐倉東）・高野（津田沼）

※補助生徒（幕総） 

  

    

   

＜仕事内容＞ 

競技委員長：大会運営全般の統括。競技の進行。 

審判長  ：審判業務の統括。審判の判定への助言。競技ルールの説明。 

審 判  ：競技の判定。競技進行や判定などで問題が生じた場合には審判長と協議して対処する。 

ビレーヤー：マスク、フェイスシールドを着用し、選手との距離も適度に保つ。待機中の選手のハーネス

とエイトノットが確実に装着されているかの確認。危険な選手に対しては安全を最優先に対処する。下か

ら 3 本目まではクリップが安全に行えるよう声をかける。ダイナミックビレーで安全に停止させ、選手を

必要以上に長く墜落させない。 

ビデオジャッジ：判定用ビデオカメラ３台での撮影。選手の体全体が画面に入るように撮影。 

写 真    ：開会式、競技中、表彰式の記録用写真の撮影。 

タイムキーパー：計測用デジタルタイマーを正確に作動させる。 

選手は４０秒以内に登り始めなければならない。選手が地面から離れた時から 6 分間計測。 

誘導：該当する順番の選手を順に誘導して待機させる。選手間の距離をとるよう配慮する。 

リザルトサービス  ：成績表の作成とホームページへのアップ。賞状の作成。 

受付・会計 ：①選手の出欠、氏名の確認、腕での検温 

② 健康チェックシートの受領、確認。 

③ ゼッケン配付、登山専門部の分担金の徴収、領収書発行、資料の配付。 

④ロープの確認（長さは 40m 以上。ロープの径は呼び径 9.0mm~10.2mm とする。劣化していないか。） 

 



 ＜物品の準備＞         

品目 担当者 品目 担当者 

賞状  関（三浦） フェイスシールド、マスク 三浦 

ゼッケン黒 100、赤 50 三浦 非接触型体温計 三浦 

救急薬品 三浦 ブラシ 三浦 

ノートパソコン 小平 タイマー 3 台（印西市体育館） 三浦 

プリンター 三浦 ストップウォッチ  阿部 

コピー用紙  三浦 クリップボード 三浦 

マイクアンプスピーカーセット 三浦 ルート図用紙 三浦 

ビデオカメラ（高体連所有３）・三脚 阿部 カラー粘着テープ 阿部 

SD カード 阿部 筆記用具 三浦 

記録用カメラ 原邦 高体連旗 関 

クライミングロープ  三浦 配布資料  三浦 

    

    

    

    

    

       


