
第 1回千葉県小中学生スポーツクライミング大会参加の皆様へ 

１．日程 

8:10          開場 

8:15～8:45   選手受付 

           受付終了後にボルダリング壁を使ってウォームアップ可能 

          リード壁裏の教室内にあるモニターで予選デモビデオを上映 

  （8:45～9:00  役員打合せ） 

   9:10～9:30   開会式     

           主催者挨拶  千葉岳連会長 

           競技上の注意 審判長 

           諸注意                         

9:40     予選競技１本目開始 

11:30     予選競技１本目終了 

11:40     予選競技２本目開始 

13:30     予選競技２本目終了 

13:40         決勝アイソオープン 

13:50     決勝アイソクローズ 

       ＜決勝ルート設定作業＞ 

14:50         男女決勝競技オブザベーション 

15:00     男女決勝競技開始 

16:00     男女決勝競技終了 

16:15       表彰式     

  成績発表 審判長 

 賞状授与 大会会長 

講評   ルートセッター 

 

※決勝ルート設定作業中および表彰式後の時間に希望選手はスピード競技体験を実施予定。 

 

２． 連絡事項 

① 競技会場のクライミングウォールは、正門を入って右手にある 7階建ての教室棟二

棟のうちの奥の第Ⅰ棟の内部にあり、入口は一階の自販機の先にあります。 

② 校内の駐車場は空いていれば利用可能ですが、満車の場合は駅近くの有料駐車場を

利用することになります。なるべく公共交通機関をご利用ください。 

ＪＲ海浜幕張駅から徒歩約１５分、ＪＲ幕張駅及び京成幕張駅から徒歩約２５分。 

③ 選手受付は、クライミングウォールのあるⅠ棟アトリウム内の１階で行います。 



誓約書に署名、捺印をした申込書の実物を未提出の方は受付で提出してください。 

④ 受付で配布するゼッケンを背面中央の見える位置に付属の安全ピンで留めてくだ

さい。ゼッケンを付けていない場合、および見えない場合は出場できません。 

⑤ ゼッケンは回収します。自分の全競技終了後、付属の安全ピンを付けたまま、指定

の机上に必ず返却してください。 

⑥ 受付をした選手は１階アトリウム内のボルダリング壁を使ってウォーミングアッ

プを行ってください。 

⑦ 女子更衣室としてクライミングウォールの裏側の右側の教室が利用できます。 

⑧ 選手受付開始時間から、クライミングウォール裏の左側の教室内で予選のデモンス

トレーションビデオを上映します。 

⑨ 女子更衣室および予選のデモンストレーションビデオ上映に使うクライミングウ

ォール裏側の二つの教室は、決勝進出者用のアイソレーション室として使用するの

で、荷物は予選競技終了までに必ず撤去してください。 

⑩ 学校内に飲料の自販機はありますが、近くにコンビニやレストランはありません。

昼食などは事前に用意してきてください。 

⑪ 持ち込んだ飲食物のゴミなどは各自で持ち帰ってください。 

⑫ 今後、選手受付までにキャンセルする場合や、当日、交通機関の遅れなどで受付に

間に合わない場合は、下記まで必ずご連絡ください。 

 目次俊雄（めつぎとしお） ＰＣアドレス   tom1814@basil.ocn.ne.jp  

携帯アドレス  metsugi@i.softbank.jp 

                             携帯電話番号 ０９０－１７９１－９１４５ 

 

３． 競技について 

(ア) 予選はフラッシング方式なので、デモビデオや、他の選手の登りを参考として見る

ことができますが、決勝はオンサイト方式なので、オブザベーション時以外に事前

にルートを見たり、他の選手の登りを見ることはできません。 

(イ) 予選は全員が二本のルートを登り、１本のルートごとの男女それぞれの個人順位

による順位ポイントをかけ合わせたポイントの小さい方が成績上位になります。 

(ウ) 決勝は表彰該当順位の選手が同高度で予選成績にカウントバックしても同順位の

場合のみ、決勝の所要時間の少ない選手が上位の成績になります。 

(エ) 予選、決勝共に競技時間は６分間で、直前の４０秒までのオブザベーションタイム

は競技時間に含みません。 

(オ) 予選、決勝共に男女共通のルートを登ります。 

(カ) ルート以外の既存のホールドは付けたまま、使用できるホールドやハリボテのみ

を色テープで囲んで示します。 

(キ) ローカルルールとして、手でも足でも違うホールドを使った時、審判の指示に従っ
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て元の位置に戻った場合は、同じ場所で１回のみ登りなおすことを認めます。 

元に戻れなかったり、審判の声が聞こえず登り続けた場合は競技中止となります。 

 （ク）参加選手数が男子 11名、女子 14名のため、ＪＯＣジュニアオリンピックカップ大

会およびリードユース日本選手権の規則に準じて、決勝進出者数は男女各６名とし

ます。 

 

４． 予選競技順 

※氏名、ふりがな、学校名、学年などに間違いがある場合は、事前に申し込み先に連絡

するか、当日の受付で必ず申し出てください。 

1本目 

 ゼッケン 氏名 ふりがな 学校名 学年 性別 

1 赤１ 村越佳歩 むらこし かほ つくば市立桜南小学校 ４年 女 

2 赤２ 萩原香月 はぎわら かづき 船橋市立船橋小学校 ５年 女 

3 赤３ 菊沢 紬 きくさわ つむぎ 流山市鰭ヶ崎小学校 ４年 女 

4 赤４ 田村沙映 たむら さえ 船橋市立法田中学校 ２年 女 

5 赤５ 中田小百合 なかだ さゆり 船橋市立八木が谷中学校 ２年 女 

6 赤６ 石川果穏 いしかわ かのん 加須市立大利根中学校 ２年 女 

7 赤７ 久米乃ノ華 くめ ののは 船橋市立船橋中学校 ２年 女 

8 赤８ 遠藤楓奈 えんどう ふうな 印西市立滝野小学校 ４年 女 

9 赤９ 竹内亜衣 たけうち あい 千葉市立都賀の台小学校 ６年 女 

10 赤１０ 白木夏海 しらき なつみ 千葉市立磯辺小学校 ６年 女 

11 赤１１ 鈴木可菜美 すずき かなみ 白井市立大山口中学校 １年 女 

12 赤１２ 小林和音 こばやし かずね 船橋市立西海神小学校 ５年 女 

13 赤１３ 水島 希 みずしま のぞみ 白井市立南山中学校 ３年 女 

14 赤１４ 石川朱里 いしかわ あかり 千葉市立おゆみ野南中学校 ２年 女 

15 青１ 関 悠真 せき ゆうま 船橋市立西海神小学校 ５年 男 

16 青２ 石見友一 いわみ ゆういち 千葉市立新宿小学校 ２年 男 

17 青３ 梶山 梓 かじやま あずさ 佐倉市立王子台小学校 ６年 男 

18 青４ 遠藤柊太 えんどう しゅうた 印西市立滝野中学校 １年 男 

19 青５ 三田歩夢 みた あゆむ 柏市立酒井根中学校 １年 男 

20 青６ 浮嶋大輝 うきしま はるき 千葉市立高洲第三小学校 ５年 男 

21 青７ 藤野柊斗 ふじの しゅうと 松戸市立新松戸南中学校 １年 男 

22 青８ 滝口紘生 たきぐち ひろき 船橋市立南本町小学校 ５年 男 

23 青９ 安樂宙斗 あんらく そらと 八千代市立大和田小学校 ５年 男 

24 青１０ 大金瑞生 おおがね みずき 水戸市立第四中学校 ２年 男 

25 青１１ 倉石信幸 くらいし のぶゆき 松戸市立第六中学校 １年 男 



       

       

２本目     

 ゼッケン 氏名 ふりがな 学校名 学年 性別 

1 赤８ 遠藤楓奈 えんどう ふうな 印西市立滝野小学校 ４年 女 

2 赤９ 竹内亜衣 たけうち あい 千葉市立都賀の台小学校 ６年 女 

3 赤１０ 白木夏海 しらき なつみ 千葉市立磯辺小学校 ６年 女 

4 赤１１ 鈴木可菜美 すずき かなみ 白井市立大山口中学校 １年 女 

5 赤１２ 小林和音 こばやし かずね 船橋市立西海神小学校 ５年 女 

6 赤１３ 水島 希 みずしま のぞみ 白井市立南山中学校 ３年 女 

7 赤１４ 石川朱里 いしかわ あかり 千葉市立おゆみ野南中学校 ２年 女 

8 赤１ 村越佳歩 むらこし かほ つくば市立桜南小学校 ４年 女 

9 赤２ 萩原香月 はぎわら かづき 船橋市立船橋小学校 ５年 女 

10 赤３ 菊沢 紬 きくさわ つむぎ 流山市鰭ヶ崎小学校 ４年 女 

11 赤４ 田村沙映 たむら さえ 船橋市立法田中学校 ２年 女 

12 赤５ 中田小百合 なかだ さゆり 船橋市立八木が谷中学校 ２年 女 

13 赤６ 石川果穏 いしかわ かのん 加須市立大利根中学校 ２年 女 

14 赤７ 久米乃ノ華 くめ ののは 船橋市立船橋中学校 ２年 女 

15 青７ 藤野柊斗 ふじの しゅうと 松戸市立新松戸南中学校 １年 男 

16 青８ 滝口紘生 たきぐち ひろき 船橋市立南本町小学校 ５年 男 

17 青９ 安樂宙斗 あんらく そらと 八千代市立大和田小学校 ５年 男 

18 青１０ 大金瑞生 おおがね みずき 水戸市立第四中学校 ２年 男 

19 青１１ 倉石信幸 くらいし のぶゆき 松戸市立第六中学校 １年 男 

20 青１ 関 悠真 せき ゆうま 船橋市立西海神小学校 ５年 男 

21 青２ 石見友一 いわみ ゆういち 千葉市立新宿小学校 ２年 男 

22 青３ 梶山 梓 かじやま あずさ 佐倉市立王子台小学校 ６年 男 

23 青４ 遠藤柊太 えんどう しゅうた 印西市立滝野中学校 １年 男 

24 青５ 三田歩夢 みた あゆむ 柏市立酒井根中学校 １年 男 

25 青６ 浮嶋大輝 うきしま はるき 千葉市立高洲第三小学校 ５年 男 

       

       

 

                                    以上 


