
スポーツクライミング第５回千葉カップボルダリング競技参加の皆様へ 

以下の内容で実施しますので、事前にご確認ください。 

１．日程  ２０１6年４月1０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。 

   8：30       受付開始(１階自販機前) アイソオープン ※参加申込書実物未提出者は提出 

   9：00       受付終了 アイソクローズ  

9：15       開会式および競技説明（１階アイソレーションゾーン内 男子控室） 

① 主催者挨拶 県山岳連盟会長 

② 競技説明  大会競技委員長 

③ 諸注意・諸連絡 

9：40         女子予選競技開始 

11:08       男子予選競技開始 

11:28       女子予選競技終了 

13：32       男子予選競技終了  

13:40       アイソオープン 

13:50       アイソクローズ     

15：00      女子決勝競技開始 

15：36      男子決勝競技開始 

15：56       女子決勝競技終了 

16：32      男子決勝競技終了 

17：00      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 成績発表 審判長        

② 賞状授与 県山岳連盟会長  

③ 講評    チーフルートセッター  

④ 諸連絡 

 

２．競技方法  

（１）競技は、予選、決勝共にオンサイトベルトコンベヤー式で男女別の４課題。 

（２）IFSCルール2016の予選、準決勝方式に準じ、各課題４分間の競技時間で４課題をベルトコンベヤ

ー式で、ボーナスポイントは国体方式で２つ設けるが、その他はIFSCルール2016に準ずる。 

（３）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ので、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。 

（４）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。 

（５）その他の留意点、変更点は開会式の際の競技説明で行う。 

 



３．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位までに賞状と賞品を授与する。  

（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位まで賞状を授与する。  

 

４．国体山岳競技千葉県代表選手の選考  

平成28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。  

 

５．連絡および注意事項 

（１）アイソレーションゾーン（1階の教室）内には飲料は用意されていないので、競技用具一式 

などと共に、必要な飲料や食料は必ず用意して持ち込んでください。 

（２）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。 

（３）携帯電話や電話通信機器類はアイソレーションに入る前に同行者などに預けてください。 

預ける人がいない場合のみ、受付で預かり、競技終了後に所定の場所で返却します。 

（４）一度アイソレーションに入るとアイソクローズ時間の前でも外に出ることはできません。 

（５）アイソレーショゾーンのスペースの関係でアイソレーションゾーン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のでご了解ください。 

（６）ウォームアップ用の壁は小さい（高さ２．７ｍ幅３．６ｍ）ものなので譲り合って使用してください。 

  開会式前までは女子競技順 10番目までの選手が優先的に使用できることとします。 

（７）引率者や観客の会場への入場は、アイソクローズ確認後（9時以降）になります。 

（８）観客席は 1階フロアおよびリード壁向かい側の 2階通路のみとします。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。 

（９）1階のトイレはアイソレーションに入っている選手専用です。選手以外の方は 2階のトイレを 

使用してください。 

（10）９時のアイソクローズ時間までに受付をできない選手は出場できません。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してください。 

（11）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） 

   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。 

（12）ごみは持ち帰るようにご協力をお願いします。 

連絡先：大会競技委員長 目次俊雄（めつぎとしお） 

携帯 ０９０－１７９１－９１４５ 

         Ｅメール tom1814-basil.ocn.ne.jp  または  metsugi@i.softbank.jp 



６．予選暫定競技順 

 ※今後のキャンセルによって繰り上げとなる可能性があります。 

  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。 

女子予選競技順     

1 寶利 芽衣 ほうり めい 千葉北高校 少年女子 

2 川井 陽香 かわい はるか 東海大付属浦安高校 少年女子 

3 城下 祐里 しろした ゆうり 東海大付属浦安高校 少年女子 

4 北条 菜那 ほうじょう なな 千城台高校 少年女子 

5 福士 芽生 ふくし めい 千城台高校 少年女子 

6 高橋 奈那羽 たかはし ななは 千葉市立打瀬中 オープン 

7 杉原 夏鈴 すぎはら かりん 千葉商科大付属高校 少年女子 

8 垣内 瑞希 かいと みずき 市川市立福栄中 少年女子 

9 菊沢 紗 きくさわ すず 流山市立南流山中 オープン 

10 二階堂 紗月 にかいどう さつき 幕張総合高校 少年女子 

11 番場 香月 ばんば かつき 松戸馬橋高校 少年女子 

12 菊沢 絢 きくさわ あや 幕張総合高校 少年女子 

13 相田 紗耶伽 あいだ さやか 千城台高校 少年女子 

14 西田 朱李 にしだ しゅり 幕張総合高校 少年女子 

15 竹内 彩佳 たけうち あやか 筑波大学 成年女子 

16 高嶋 優衣 たかしま ゆい 幕張総合高校 少年女子 

17 清水 夏子 しみず なつこ 千葉東高校 少年女子 

18 飯田 あづみ いいだ あづみ 東京女子体育大学 成年女子 

19 井上 あかね いのうえ あかね 東海大付属浦安高校 少年女子 

20 稲毛 安央葉 いなげ あおば 千葉北高校 少年女子 

21 竹下 瑛美李 たけした えみり  成年女子 

       

男子予選競技順     

1 石毛 友也 いしげ ゆうや 千城台高校 少年男子 

2 越川 和汰郞 こしかわ かずたろう 千葉北高校 少年男子 

3 鈴木 恒晴 すずき つねはる 千城台高校 少年男子 

4 西 紘平 にし こうへい 帝京平成大学 成年男子 

5 本間 大靖 ほんま たいせい 久喜工業高校 オープン 

6 染谷 直輝 そめや なおき 村上東中学校 オープン 

7 飯田 譲 いいだ ゆずる 神奈川大学 成年男子 

8 高尾 駿輔 たかお しゅんすけ  オープン 



9 村下 善乙 むらした ぜんと 流山市立常磐松中 オープン 

10 柳田 純 やなぎだ じゅん 千葉北高校 少年男子 

11 島谷 尚季 しまたに なおき 流通経済大学 成年男子 

12 内田 志春 うちだ もとはる 大田原高校 オープン 

13 馬場 康平 ばば こうへい 東海大浦安高校 少年男子 

14 池田 蒼純 いけだ そうじゅん 千城台高校 少年男子 

15 野末 遼太 のずえ りょうた 千葉商科大付属高校 少年男子 

16 亀﨑 大海 かめざき たいかい 幕張総合高校 少年男子 

17 佐々木 諒 ささき りょう 松戸馬橋高校 少年男子 

18 上代 哲平 かじろ てっぺい 幕張総合高校 少年男子 

19 村上 優太郎 むらかみ ゆうたろう 松戸馬橋高校 少年男子 

20 柳川 晃太郞 やながわ こうたろう 幕張総合高校 少年男子 

21 板垣 春杜 いたがき はると 千葉北高校 少年男子 

22 菅原 凜 すがわら りん 君津市立周西中学校 少年男子 

23 千葉 悠 ちば ゆう 長生高校 少年男子 

24 高島 悠吾 たかしま ゆうご 松戸市立小金北中 少年男子 

25 西牧 貴虎 にしまき たかとら 幕張総合高校 少年男子 

26 村上 健太郎 むらかみ けんたろう 松戸馬橋高校 少年男子 

27 村井 隆一 むらい りゅういち 上智大学 成年男子 

28 大里 拓己 おおさと たくみ 松戸市立新松戸南中 少年男子 

29 中原 智矢 なかはら ともや 東海大浦安高校 少年男子 

30 石井 幸宜 いしい こうき 川口市立領家中 オープン 

 


