
令和４年度 千葉県高等学校新人登山大会要項 

 

  １  主 催   千葉県高等学校体育連盟  千葉県教育委員会   

(一社)千葉県山岳・スポーツクライミング協会 

  ２ 主 管   千葉県高等学校体育連盟登山専門部 

  ３ 趣 旨   参加選手間の切磋琢磨を通して登山技術の習得および体力の向上を図るとともに登山競技

への理解を深める 

 ４ 期 日     令和４年１０月２８日（金）～３０日（日）２泊３日 

 ５ 会 場     瑞牆山 

         みずがき山自然公園（宿泊場所） 

住所 山梨県北杜市須玉町小尾 88862-1  

電話 0551-45-0277 

 ６ 参加資格 

 （１）千葉県高等学校体育連盟加盟校の生徒で、在学する学校長の承認を必要とする。 

 （２）年齢は平成１６年４月２日以降に生まれた者とする。 

    ただし、同一競技２回までとし、同一学年での出場は１回に限る。 

  （３）チーム編成において、全日制課程･定時制課程･通信制課程の生徒による混成は認めない。 

    ただし、同一校に全日制課程と三部制定時制課程が併置され、日常的に全・定合同による部活動とし  

て位置づけられ活動している場合は、特例として県内大会に限り混成を認めることがある。 

（４）転校後６ヶ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ずる） 

    ただし、一家転居等やむを得ない場合は、千葉県高等学校体育連盟会長の許可があればこの限りでは   

ない。 

 （５）統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる参加を認める。 

７ 参加資格の特例 

 （１）上記、参加資格（１）に定める生徒以外で、（２）～（４）の大会参加資格を満たし、且つ千葉県高

等学校体育連盟会長が認めた生徒について、＜別途に定める規定＞に従い大会参加を認める。 

 （２）上記、参加資格（２）のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在籍する生徒の出場は

同一競技２回限りとする。 

 ＜大会参加資格の別途に定める規定＞ 

 （１）学校教育法第７２条、１１５条、１２４条及び１３４条の学校に在学し、千葉県高等学校体育連盟会

長に参加を認められた生徒であること。 

 （２）以下の条件を具備すること。 

  （Ａ）大会参加を認める条件 

    ａ．(財)全国高等学校体育連盟及び千葉県高等学校体育連盟の目的及び永年にわたる活動を理解し、

それを尊重すること。 

    ｂ．参加を希望する専修学校及び各種学校にあっては、年令・就業年限ともに高等学校と一致してい

ること。また、連携校の生徒による混成は認めない。 

    ｃ．各学校にあっては、地区予選会及び一次予選会から出場が認められ、千葉県高等学校新人体育大

会及び全国選抜等大会・関東選抜等大会への出場条件が満たされていること。 

    ｄ．各学校にあっては、部活動が教育の一環として、日常継続的に責任ある顧問教員の指導のもとに

適切に行なわれており、活動時間等が高等学校に比べて著しく均衡を失していず、運営が適切であ

ること。 

  （Ｂ）大会参加に際し守るべき条件 

    ａ．大会要項を遵守し、競技種目大会申合わせ事項等に従うとともに、大会の円滑な運営に協力する

こと。 

    ｂ．大会参加に際しては、責任ある教員が引率するとともに、万一の事故の発生に備えて傷害保険に

加入しておくなど、万全の事故対策を講じておくこと。 

    ｃ．大会開催に要する経費については、応分の負担をすること。  

 



８ 交通機関  往復貸切バス使用  千葉駅前および西船橋駅前発 （後述） 

９ 行動予定  １０月２８日（金） 

         8:45  千葉駅発バス集合 9:05 西船橋駅発バス集合 

                9:00 千葉駅バス発車  9:20 西船橋駅バス発車 

               14:00 瑞牆山自然公園到着 受付（参加費納入、天気図提出(後述)）、幕営 

15:00 開会式 

           １０月２９日（土） サブザックによる登山行動（黒森コース） 

                 幕営地 6：00…林道･･･不動滝･･･山頂･･･桃太郎岩･･･富士見平小屋･･･林道･･･ 

幕営地着予定 16：00  途中、生物クイズ、読図審査有り 

              １０月３０日（日） 

                7：30 閉会式   8：00 バス配車 

               14：00  千葉・西船橋着  学校毎に解散 

１０ 費用（予定） 以下の費用が確定した後、詳細をメール及び、ＨＰで連絡いたします。 

 （１）交通費  ９，０００ 円（選手・監督） 

※ 全体の参加人数によって若干変動することがあります。 

 （２）幕営料  1張２泊分の料金 

１人用テント    3,000円 

２人～４人用テント 6,000円 

５人以上のテント    8,000円 

       ※ 幕営人数は、ガイドラインに基づきテント定員の半数までとする。 

※ 全体の参加人数によって割引が適用されることがあります。 

 （３）傷害保険料 ３８２ 円（選手、監督） 

取扱：東京海上日動火災保険株式会社 代理店(有)新貝保険事務所 

補償：死亡・後遺障害 5,000,000 円、救援者費用等担保 1,500,000 円、 

入院保険金日額 5,000 円、  通院保険金日額 2,500 円、 

日山協山岳共済会に加入している場合または各校において独自に傷害保険等に加入して 

いる場合は申込用紙の保険加入済みの欄に〇印を記入ください。それ以外の生徒職員に 

ついては専門部にて保険加入の手続きを行いますので，別途保険料を徴収させていただ 

きます。 

       ※ 全体の参加人数によって割引が適用されることがあります。 

   (４) キャンセル料について 

                 申込締切後に参加取消しの場合、キャンセル料（バス運賃、傷害保険料）をいただきます。 

１１ 参加申込   メールの添付ファイルか、登山専門部ホームページ（http://www.climbing-chiba.org/) 

から申込用紙をダウロンードし、必要事項を入力して１０月３日（月）までに下記メール 

アドレスへ送信してください。 

なお､職印を押印した正式な申込書は、下記の担当宛てに１０月１４日（金）までに 

郵送してください。 

 〒264-0021 千葉市若葉区若松町429番地  千葉県立若松高等学校 

          荒川 幸隆（登山専門部常任委員） 

          ﾒｰﾙ．y.arkw7@chiba-c.ed.jp 

         TEL. ０４３－２５１－６２４５ FAX. ０４３－２５１－８２１５ 

１２ 諸連絡  

 （１）参加選手については、各学校の健康診断等で異常の無いことを確認して申し込んで下さい。 

 （２）参加申込書について。 

①集合(乗車)場所の希望を申込用紙の方に○印で記入して下さい。なお、バス配車調整の都合上、 

集合場所の希望に添えない場合もありますが、ご協力をお願いします。 

②傷害保険加入希望の有無を必ずご記入ください。 

③テントの使用形態（テント定員数及び利用者数）を必ずご記入ください。 

④人数の多い学校は、参加申込書の用紙をコピーして使用して下さい。 

http://www.climbing-chiba.org/)から申込用紙をダウロ
http://www.climbing-chiba.org/)から申込用紙をダウロ


  （３）今回の登山行動は、学校単位のパーティー行動になります。 

 （４）大会コースは、国土地理院発行２万５千分の１地形図「瑞牆山」に入ります。国土地理院電子地形図  

でも構いません。用意してください。 

（５）天気図審査を行ないます。前日 16:00の天気図を描いて、受付時に提出してください。前日 16:00が  

難しい場合、数日前でも構いません。その日時を必ず描いて提出してください。 

（６）今回のルートは、通常の新人大会のルートより短いですが、体力を必要とします。十分トレーニング 

を積んで参加してください。 

 （７）バス集合場所地図（予定） 

    千葉駅前 京葉銀行本店前 8:45 集合      西船橋 武蔵野線高架下 9:05集合 
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（８）本大会は、『緊急事態宣言解除後の県立学校の部活動の扱いについて(令和 3 年 9 月 29日)』、別紙   

『緊急事態宣言解除後の県立学校の部活動の扱い（同日）』、『新型コロナウィルス感染症(COVID-19)   

対策と高校生登山活動のガイドライン(令和 4年 4 月 27日)』に従い実施します。 

（９）登山行動活動時の注意点 

   ①登山行動は学校単位とする。顧問と選手はまとまって行動し、顧問の先生は、必ず生徒を引率してく 

ださい。途中、ボルダリング用の分岐が多いので、はぐれないように赤テープや指示版を見逃さない 

ように注意してください。 

   ②サブザックに校名を記入したＢ６版程度の大きさのゼッケンを付けてください。また、パーティー毎 

に非常用のツエルト、救急用品、非常食を必ず携行してください。 

   ③登山ルートは、以下の通り、時計回りで黒森コースを歩きます。別紙ルート図を参照。 

みずがき山自然公園…林道･･･不動滝(CP1)･･･山頂(CP2)･･･桃太郎岩(CP3)･･･富士見平小屋･･･林道 

･･･みずがき山自然公園  ※出発時間は 6:00、キャンプ場到着予定時間は 16:00とします。 

    ④当日朝の選手の体調チェックは各顧問で実施し、全員の健康チェックシートを提出していただきま 

す。体調の悪い生徒がいる場合は本部に報告の上、本部の指示を仰いでください。 

また、登山途中体調不良の生徒が出た場合、随行している役員の指示を仰いでください。 

※ 健康チェックシートは、当日持参分及び 2日目，3日目の朝に提出していただきますので、１人 

当たり３枚の準備をお願いいたします。高体連ＨＰよりダウンロードしてください。 

    ⑤登山隊の先頭、中間部、最後尾を常任委員が歩き、ルート指導などを行います。各学校は先導の常任 

委員を追い抜かない、最後尾の常任委員より遅れないでください。 

   ⑥山頂前標高差 200m、山頂後 150m は、急峻な道のりの上、段差が大きな岩場が連続します。あわせ 

て、ロープ、鎖場や階段が随所に出てくるので、予想以上に体力と神経を使います。それほど危険な 

箇所はありませんが、通過の際には、十分注意してください。また、山頂は切り立った岩場なので、 

特に注意し、岩場の際には近づかないでください。 

なお、瑞牆山頂では混雑が予想されます。役員の誘導に従い、安全な場所で休憩を取ってください。 

   ⑦チェックポイントを３カ所設けます。 

    ＣＰ１(不動滝) ･･･通過の際、リーダーは学校名を申告。 

    ＣＰ２(瑞牆山頂)･･･山頂到着・出発の際、リーダーは学校名を申告。 

    ＣＰ３(桃太郎岩)･･･通過の際、リーダーは学校名を申告。 

 ⑧不動滝に 9:00 までに到着しない学校は、もと来たルートを学校ごとに下山してください。山頂着 

は、遅くても 11:00を目指してください。 

   ⑨出発後の休憩、昼食等は各学校の状況にあわせて安全な場所で適宜とってください。ルート途中のト 

イレは富士見平小屋のみ(利用料 100円）です。 



    ⑩ルート途中で読図審査（オリエンテーリング用フラッグを数カ所掲げ、現在地確認）を行ないます。  

あわせて、生物関係のクイズも実施します。各クイズポイントに、板目紙で指示してあります。 

   ⑪雨天時の場合は、以下の通り、逆コースとします。 

みずがき山自然公園･･･林道･･･富士見平小屋･･･桃太郎岩･･･富士見平小屋･･･林道  

･･･みずがき山自然公園 ※桃太郎岩より先は進みません。登ってきた道を下山します。 

（10）幕営地での注意 

①テントの外から校名がわかるように、入口にＢ５版程度の校名表示板（板目紙などで）を用意してく 

ださい。フライに校名が入っているなどの場合は必要ありません。 

  ②幕営地のみずがき山自然公園の標高は 1,500ｍ近くになります。寒さが予想されるので、防寒着の用 

意を忘れないでください。 

    ③当キャンプ場は、ゴミは全て持ち帰りです。高速道路のサービスエリアや駅等に捨てないこと。 

   ④炊事場は、一つしか無く、カランも５つしかありません。一般客もいるので融通し合いながら使用し 

てください。炊事場で調理は不可。炊事場を利用するときに出るゴミについては、各パーティーで責 

任を持って処分し、生ゴミ等を流しにそのまま流すことがないようにしてください。 

   ⑤周辺は野生動物の生息域です。就寝時や登山行動中は、食料やゴミをテント本体の中に入れておいて 

ください。フライシートの内側では不十分です。 

１３ 緊急時の機関 

   【北杜警察署】 

〒408-0021 北杜市長坂町長坂上条 2575-79 Tel 0551-32-0110 

     ※増富駐在所 北杜市須玉町比志 3936-13      Tel 0551-45-0018 

    【韮崎消防署須玉分署】  

〒408-0114  北杜市須玉町藤田 256-1       Tel 0551-42-2449 

    【北杜市立塩川病院】 

      〒408-0114  北杜市須玉町藤田 773     Tel 0551-42-2221 

    

  

 

  

  



別紙１ 

新型コロナウイルス感染防止対策 

 

(１)健康管理 

  選手および顧問(監督)は、新型コロナウイルス感染の兆候がないか、モニタリングとして大会２週間 

 前より体温測定、咳、咽頭痛、倦怠感の有無など、別紙「健康チェックシート(同意書)に記録し、大会 

 当日受付にて提出してください。提出がない場合や保護者の承諾がない場合には参加できません。 

(２)受付 

 ① 大会当日、受付にてマスク着用の確認、体温測定、健康チェックシートの提出を行ないます。 

 ② 体温測定、健康チェックシートに次の症状および状況がある場合、会場への入場を禁じます。 

    発熱(37.5℃以上)、体調不良(咳・咽頭痛などの症状、倦怠感、呼吸困難)、嗅覚や味覚に異常が 

    ある場合。 

(３)観戦および選手の帯同 

  大会会場への入場は、選手のみとします。選手帯同者(保護者、ＯＢ等)の入場は認めません。 

(４)マスクに着用 

  マスクは各自持参してください。競技中以外は常時マスクの着用をお願いします。熱中症対策として、 

 こまめに水分補給をしてください。また、マスクの廃棄はご自宅でお願いします。 

(５)開閉開式、表彰式は行ないません。 

(６)参加の見合わせ 

  選手が所属している学校における、当該生徒の学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校の期間中は参加を見合 

 わせてください。 

(７)その他遵守事項、注意事項 

 ① 大会中の感染防止対策として、マスクの着用、手洗いおよびアルコール消毒、三密防止、身体的距 

  離の確保は会場での指示のもと行なってください。  

  ② 消毒液等は運営側で準備しますが、各個人で普段から使い慣れているものを持参することを推奨し 

  ます。 

  ③ 自宅と会場間の移動に公共交通機関を利用する場合には、感染防止対策を念頭に置いて適切に行動 

  してください。 

  ④ 新型コロナウイルス感染防止対策にご協力いただけない場合、および遵守事項が守れない場合は、 

  会場より退場していただきます。 

 ⑤ 新型コロナウイルス感染症の感染状況によっては、大会を中止することがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



下見について 

 

 ◎役割分担案 

本   部    泉水（無線） 

登山隊先導    風戸（無線） 

登山隊中央    青木（無線） 

登山隊最後尾   小平（無線） 

ＣＰ１（不動滝） 高野･･･救護車を兼ねる（無線）  

ＣＰ２（山頂）  関（ＡＥＤ）（無線） 

関・江野沢（無線）・翁長（無線）で鎖場下、梯子、山頂の誘導を行なう 

ＣＰ３（桃太郎岩）佐藤（ＡＥＤ）（無線） 

   読   図    荒川（無線） 

   生   物    高野           ※無線１０台 

 

   天気図（初日）  風戸 

 

 ◎当日、 関・江野沢・翁長・荒川で先発し、分岐不明瞭箇所、危険箇所に道標、赤テープ、トラロープ等 

を張る。誘導ポイントはいらないか。 

    

 ◎救護車両をおけるのが､林道終点のみ。 

 

 


