
 

 

 

 

 

千葉県民体育大会第二部 

第７４回国民体育大会 山岳競技 千葉県大会 

第８回スポーツクライミング千葉カップ２０１９ 

ボルダリング競技 

実施プログラム  

 

 

 

日時     ２０１９年４月１４日（日） ８：３０～１７：３０ 

会場     千葉県立幕張総合高等学校内クライミングウォール 

主催     千葉県山岳連盟 

主管     千葉県フリークライミング協会 

カテゴリー  男子の部 ・ 女子の部 

 

本大会は、千葉県スポーツ振興基金助成金の交付を受けています。 

 



１．大会役員 

役職 氏名 所属 資格(Jは審判、RSはﾙｰﾄｾｯﾀｰ) 

大会会長 関口 薫 千葉県山岳連盟(以下岳連)・会長   

競技委員長 目次 俊雄 岳連 SC部・競技委員長 A級 J JSPO公認 SCコーチ 2 

審判長/受付 阿部 雅史 岳連 SC部・選手強化委員長 B級 J C級 RS JSPO公認 SCコーチ 3 

主任審判 有地 伸弘 岳連 SC部・技術委員長 B級 J JSPO公認 SCコーチ 1 

ﾁｰﾌﾙｰﾄｾｯﾀｰ 藤原 佑樹   B級 RS 

ﾙｰﾄｾｯﾀｰ 古畑 和音   C級 RS 

審判 平野 直子 CFA理事･事務局長 B級 J  JSPO公認 SCコーチ 2 

審判 梶谷 昌生 CFA副会長 C級 J  JSPO公認 SCコーチ 1 

審判 高林 茂 東海大浦安高校 C級 J 

審判 植木 喜重 幕張総合高校 C級 J  JSPO公認 SCコーチ 1 

審判/受付 粕谷 良介 幕張総合高校 C級 J 

ﾘｻﾞﾙﾄｻｰﾋﾞｽ 小平 幸治 千葉商科大学付属高校 C級 J 

ﾋﾞﾃﾞｵｼﾞｬｯｼﾞ 佐々木 教順 千葉商科大学付属高校   

ﾋﾞﾃﾞｵｼﾞｬｯｼﾞ 高橋 祐介 千葉北高等学校   

ﾀｲﾑｷｰﾊﾟｰ 高橋 恭平 千城台高校   

ｱｲｿ管理/総務 三浦 晃靖 幕張総合高校   

ｱｲｿ管理 多胡 香穂里 市立船橋高校 C級 J 

救護 高橋 雅代 CFA 看護師 

ｱｲｿ補助 補助生徒 4 名 幕張総合高校   

放送/音響 補助生徒 2 名 幕張総合高校   

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 補助生徒 10名 幕張総合高校   

 

※上記大会役員には昼食をご用意します。（補助生徒はなし） 

 

 

 

 

 

 

 

 



以下、黄色塗りつぶし部分は、特に留意すべき注意点となります。 

 

２．日程  2019年4月14日（日）※時間は当日の進行状況によって変わる可能性があります。 

  8：15 受付担当役員集合 

  8：30 受付開始（１階アトリウム）  ※誓約書の未提出者は必ず提出 

  8：50 受付終了      ※ウォーミングアップはリードウォール下部を利用 

  8：50 役員打合せ（受付担当は除く） 

  9：10 開会式および競技説明（１階アトリウム クライミングウォール前） 

  ①主催者挨拶 千葉県山岳連盟会長 

  ②競技説明  審判長 

  ③諸注意・諸連絡  会場校より 

  9：50 女子予選競技開始（50分間） 

 10：40 女子予選競技終了 

 10：50 男子予選競技開始（50分間） 

 11：40 男子予選競技終了 

 11：55 男女決勝アイソオープン 

 12：05 男女決勝アイソクローズ（予定） 

 13：45 決勝オブザベーション 

 14：05 男女決勝競技開始（同時進行） 

 15：45 男女決勝競技終了（成績発表は掲示で行う） 

 16：00 表彰式・閉会式（１階アトリウム クライミングウォール前） 

  ①賞状授与 千葉県山岳連盟会長 

  ②諸連絡 

 

 

３．競技方法・競技規則 

（１）予選はフラッシング・セッション（コンテスト）方式で５課題（５０分間）。受付で配布

した予選成績記録用紙を各ボルダージャッジに渡してアテンプトを始める。決勝はＩＦＳ

Ｃ決勝方式で４課題。 

（２）競技規則は、原則としてIFSCルール最新版に準ずる。 

（３）各課題にゾーン（Ｚ）を１つ設ける。 

（４）課題以外のホールドも取り付けてある状態のテープ課題で競技を行う場合は、手でも足で

もテープで指定された以外のホールドやハリボテを有効に使用した場合、そのアテンプト

は終了となる。 

（５）成績は、完登数(降順)⇒ゾーン獲得数(降順)⇒完登に要したアテンプト数(昇順)⇒ゾーン

獲得に要したアテンプト数(昇順)で順位をつける。 

（６）決勝進出者は男女各6名とするが、国体県予選の部の各種別から最低3名ずつ進出できるこ

ととする。 

（７）その他の留意点、変更点は開会式の際の競技説明で行う。 

 

 



４．表彰 

（１）千葉カップの部：全出場選手の男女別に第１位から第３位まで。 

（２）国体県予選の部：国体県予選の部に参加した成年男子、成年女子、少年男子、少年女子の

種別ごとに、第１位から第３位まで。 

 

 

５．国体山岳競技千葉県代表選手の選考 

平成30年度千葉県山岳連盟代表選手選考基準・国民体育大会県代表選手選考基準（千葉県山

岳連盟のウェブサイト参照）に従い、千葉県山岳連盟選手選考委員会において選考を行う。 

 

 

６．連絡および注意事項 

（１）選手受付は、リード壁の手前に設置します。 

   １階の自販機先の入口を８時３０分に開放しますので、９時の受付終了時間までに受付を

済ませてください。９時までに受付を完了しない選手は出場できませんので、特に車でお越

しの場合は渋滞を考慮し、時間に余裕を持って来てください。 

  電車の遅延などで遅れる場合には必ず以下の連絡先に電話をしてください。 

  連絡先：審判長 阿部雅史（あべまさし） 携帯：０９０－９８２８－４２９３ 

（２）ウォーミングアップは、リード壁の下部を使用してください。 

（３）午後の決勝では、アイソレーションエリア（１階の教室）内には飲料は用意されていませ

んので、競技用具一式と共に、必要な飲料や食料などは必ず用意して持ち込んでください。

学校敷地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などはありません

ので、必要な食料や飲料はあらかじめ用意してきてください。 

（４）決勝では、電話通信機器類はアイソレーションエリアに入る前に同行者などに預けてくだ

さい。一度アイソレーションエリアに入るとクローズ時間前でも外に出ることはできませ

ん。決勝のアイソレーションエリアに入ることができるのは選手のみとします。引率者、

コーチ、トレーナーは入ることができません。決勝のアイソレーションエリア内にはウォ

ームアップ壁はありません。 

（５）観客席は１階の競技エリア以外のスペースおよびリード壁向かい側の２階通路のみとしま

す。選手と同じく８時３０分に開放する１階の自販機先の入口から入ってください。教室

内や３階以上および立入禁止区域には絶対に入らないようにしてください。 

（６）決勝のアイソレーションオープン後は、１階のトイレは選手専用となりますので、選手以

外の方は２階のトイレを使用してください。 

（７）校内の駐車場スペースには限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用くださ

い。（ＪＲ京葉線海浜幕張駅から徒歩１５分、ＪＲ総武線幕張駅から徒歩２５分）なお、校

内の駐車場が満車の場合には海浜幕張駅周辺の有料駐車場をご利用ください。 

（８）ごみは持ち帰るようにご協力をお願いします。 

 



７．出場予定選手： 

女 参加種別 所属 姓 名 せい めい 

1 成年女子 千葉県山岳連盟 竹内 彩佳 たけうち あやか 

2 成年女子 千葉県山岳連盟 竹下 瑛美李 たけした えみり 

3 成年女子 順天堂大学 1年 西田 朱李 にしだ しゅり 

4 成年女子 日本女子体育大学 2年 菊沢 絢 きくさわ あや 

5 成年女子 千葉県山岳連盟 飯田 あづみ いいだ あづみ 

6 少年女子 千葉商科大学付属高等学校 2年 二宮 凜 にのみや りん 

7 少年女子 千葉県立幕張総合高等学校 2年 菊沢 紗 きくさわ すず 

8 少年女子 千葉県立千城台高等学校 2年 山口 美音 やまぐち みおん 

9 少年女子 千葉県立千城台高等学校 2年 堀籠 愛澄香 ほりごめ あすか 

10 少年女子 千葉県立千城台高等学校 2年 今井 美紅 いまい みく 

11 少年女子 千葉県立千城台高等学校 3年 濱口 あやか はまぐち あやか 

12 少年女子 千葉県立千葉女子高等学校 1年 髙橋 奈那羽 たかはし ななは 

13 少年女子 船橋市立船橋高等学校 2年 水島 希 みずしま のぞみ 

14 少年女子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 垣内 瑞希 かいと みずき 

15 少年女子 東海大学付属浦安高等学校 2年 永沼 早彩 ながぬま さや 

16 少年女子 東海大学付属浦安高等学校 2年 髙橋 真央 たかはし まお 

17 少年女子 東海大学付属浦安高等学校 3年 開發 桃花 かいはつ ももか 

18 少年女子 船橋市立船橋高等学校 1年 久米 乃ノ華 くめ ののは 

19 少年女子 千葉県立船橋二和高等学校 1年 中田 小百合 なかだ さゆり 

20 少年女子 千葉県立千城台高等学校 3年 今関 友彩 いまぜき ゆあ 

21 少年女子 千葉県立千城台高等学校 2年 飯塚 彩夏 いいつか あやか 

22 少年女子 東海大学付属浦安高等学校 2年 伊藤 葵 いとう あおい 

23 少年女子 白井市立大山口中学校 3年 鈴木 可菜美 すずき かなみ 

24 少年女子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 関森 晴香 せきもり はるか 

25 少年女子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 西 七美 にし ななみ 

26 少年女子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 平野 ゆりか ひらの ゆりか 

27 女子オープン 船橋市立葛飾中学校 1年 小林 和音 こばやし かずね 

28 女子オープン 船橋市立船橋中学校 1年 萩原 香月 はぎわら かづき 

29 女子オープン 千葉市立有吉中学校 2年 堀口 夢実 ほりぐち ゆみ 

30 女子オープン 千葉市立山王中学校 2年 竹内 亜衣 たけうち あい 

31 女子オープン 千葉市立幸町第二中学校 1年 高橋 小百合 たかはし さゆり 

32 女子オープン 千葉市立土気南小学校 6年 姉帯 咲良 あねたい さくら 

33 女子オープン 暁星国際中学校 1年 佐藤 真海 さとう まうな 

 

氏名、ふりがなの間違いや、名前がない場合は至急、上記の連絡先までご連絡ください。 

※No.は予選成績記録用紙に記載すること。 

 

 



男 参加種別 所属 姓 名 せい めい 

1 成年男子 千葉県山岳連盟 村井 隆一 むらい りゅういち 

2 成年男子 グラビティリサーチ TOKYO BAY 島谷 渓亮 しまたに けいすけ 

3 成年男子 fish&bird  rhino&bird 渡邉 悠太 わたなべ ゆうた 

4 成年男子 帝京平成大学 4年 西 紘平 にし こうへい 

5 少年男子 千葉県立柏南高等学校 1年 村下 善乙 むらした ぜんと 

6 少年男子 千葉県立千城台高等学校 3年 尾頭 優翔 おがしら ゆうと 

7 少年男子 千葉県立千城台高等学校 2年 佐藤 駿人 さとう はやと 

8 少年男子 千葉県立千城台高等学校 3年 竹田 陸都 たけだ りくと 

9 少年男子 東海大学付属浦安高等学校 1年 石見 友一 いわみ ゆういち 

10 少年男子 松戸市立新松戸南中学校 3年 藤野 柊斗 ふじの しゅうと 

11 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 2年 山田 栄輔 やまだ えいすけ 

12 少年男子 千葉県立千城台高等学校 3年 矢部 究 やべ きわむ 

13 少年男子 柏市立酒井根中学校 3年 三田 歩夢 みた あゆむ 

14 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 2年 濵﨑 祥汰 はまさき しょうた 

15 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 2年 三谷 崇人 みたに たかと 

16 少年男子 千葉県立千城台高等学校 3年 藤巻 宙 ふじまき ひろし 

17 少年男子 千葉県立千城台高等学校 3年 箱田 淑真 はこだ きよまさ 

18 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 百瀬 太智 ももせ たいち 

19 少年男子 千葉県立千城台高等学校 3年 石原 陸斗 いしはら りくと 

20 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 坂入 祥之 さかいり よしゆき 

21 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 樋口 陸斗 ひぐち りくと 

22 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 久保田 有空 くぼた あるく 

23 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 相田 晴嵩 あいだ はるたか 

24 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 大里 拓己 おおさと たくみ 

25 少年男子 東海大付属浦安高等学校 3年 西尾 大知 にしお だいち 

26 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 3年 五十嵐 偉居 いがらし いおり 

27 少年男子 千葉県立幕張総合高等学校 2年 青木 悠真 あおき ゆうま 

28 少年男子 千葉県立佐倉高等学校 1年 安川 潤 やすかわ じゅん 

29 少年男子 千葉県立千葉北高等学校 3年 尾形 斗舞 おがた とうま 

30 男子オープン 船橋市立湊中学校 1年 滝口 紘生 たきぐち ひろき 

31 男子オープン 船橋市立海神中学校 1年 関 悠真 せき ゆうま 

32 男子オープン 千葉市立高洲第一中学校 1年 浮嶋  大輝 うきしま はるき 

33 男子オープン 千葉市立緑町小学校 6年 竹久 瑛 たけひさ あきら 

34 男子オープン 八千代市立大和田中学校 1年 安楽 宙斗 あんらく そらと 

35 男子オープン 松戸市立第六中学校 3年 倉石 信幸 くらいし のぶゆき 

36 男子オープン 市川市立第七中学校 2年 阿部 昇悟 あべ しょうご 

 

氏名、ふりがなの間違いや、名前がない場合は至急、上記の連絡先までご連絡ください。 

※No.は予選成績記録用紙に記載すること。 


