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令和 2年度スポーツクライミング千葉県ユース選手権大会 

兼 千葉県高等学校スポーツクライミング新人大会 
 

１．大会要項 

 

1)目的    スポーツクライミングの健全な普及活動の一環として競技を行い、クライミング

技術の向上をはかる。次年度国民体育大会スポーツクライミング競技千葉県予選会

（県民体育大会第二部）出場選手の選考会を兼ね、次年度県高校総体クライミング

競技の優先出場枠を決める際の参考とする。また、上位大会の千葉県推薦選手の選

考および強化選手の指定の際の参考資料とする。 

2)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 

3)主管   千葉県高等学校体育連盟登山専門部、千葉県フリークライミング協会 

4)日程   令和 3年(2021 年)2 月 7 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)競技規則 IFSC の定める競技規則による（⼀部異なる場合があります） 

      新型コロナ感染防止対策は注意事項を参照 

      ※「IFSC COVID-19 対策」、「JMSCA COVID-19 大会開催運営ガイドライン」 

      及び各会場の指針に準ずる 

7)競技方式 リード：IFSC ルールの予選形式(フラッシュ)による 2ルート  決勝なし 

 

 

２．参加申込 

 

1)参加資格 以下をすべて満たす者とする。 

      ・安全なリードクライミングができる者（目安は男子 5.10c 以上､女子 5.10a 以上を

レッドポイントできる者） 

      ・千葉県内在住または在学の小学校 4年生～高校 2年生 

      ・JMSCA の選手登録を行っている者 

2)参加区分 小中学生の部(男女)、高校生の部(男女) 

3)定員   全選手の合計が 120 名を超えない人数とする。 

      小中学生の部は定員を定めないが、合計人数によっては先着順での受入れとする場

合もある。 

      高校生の部は男子 70 名程度、女子 30 名程度とし、以下の順で選出を行う。 

      ①前年度から現在までに、(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会が主催また

は後援する大会において準決勝以上に進出した者を優先出場選手とする。 

      ②令和 2 年度千葉県高等学校ボルダリング大会の男子上位 28 名、女子上位 15 名の

選手を優先出場選手とする。 

      ③それ以外の選手は、各校の優先順位(男女別)に基づき、定員の枠内で出場を認め

る。 

4)参加費  一人 2,500 円(保険料、運営費、消耗品費)  

5)申込方法 小中学生の部は右の QR コードからエントリー 

フォームにて申込みを行う。 

      参加確定は 1月 18 日(月)にメール返信で行う。 

      高校生の部は以下の手順で行う。 

      ①所定の申込用紙を千葉県高体連登山専門部 HP よりダウンロードし、メールに添付

して申込みをする。 

      ②申込人数が定員を超えた場合、各校の優先順位(男女別)をもとに学校ごとの参加

人数を決定する。1 月 20 日(水)頃に千葉県高体連登山専門部 HP 上で発表し、参
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加人数が確定する。 

6)申込期間 小中学生の部 2021 年 1 月 4 日(月)15 時～1月 11 日(月)15 時入力分 

      高校生の部  上記①は 1月 18 日(月)15 時受信分まで。 

7)支払期間 小中学生の部 2021 年 1 月 18 日(月)参加確定後～1月 25 日(月) 

      高校生の部  2021 年 1 月 20 日(水)人数確定後～1月 27 日(水) 

8)支払方法 銀行振込 

 

   千葉銀行 千葉駅前支店(店番号 026) 普通口座 3802017 

   口座名義人 一般社団法人 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 会長 関口 薫 

 

      ※高校生の部は学校単位でまとめて振り込んでください。振込人名に学校名を明記

してください。 

      ※人数確定後にキャンセルの場合、返金はいたしませんのでご了解ください。 

      ※領収書は振り込み証明書を持って替えさせていただきます。 

      ※振り込み手数料は、各自または各校で負担をお願いします。 

9)原本提出 小中学生の部 エントリーフォームの入力をもって誓約書に替えさせていただきま

す。 

      高校生の部  職印のある原本は、役員打合せ時に顧問が提出する。 

10)選手変更 高校生の部の校内枠の選手変更は保険加入手続き(1 月 28 日(木)予定)までは可能

とする。 

 

 

３．成績と表彰 
 

1)成績集計 小中学生の部と高校生の部は分けて成績集計を行う。個人表彰対象の順位で同着が

あった場合は、2ルートのクライミングタイムの合計が少ない方を上位とする。 

2)抗議   成績判定への抗議は、競技終了後、暫定リザルトがアップされてから行う。アップ

された翌日の 19 時までとする。小中学生の部はメールにて、高校生の部は顧問を通

じて行う。 

3)表彰   個人…小中学生の部は男女 3位まで、高校生の部は男女 8位まで賞状を授与する。 

      団体…高校生の部の各校上位 3 名までの順位ポイント合計により、男子 6 位、女子

3位まで賞状を授与する。優勝校にはトロフィーを授与する。 

 

 

４．競技スケジュール 
 

 ※スケジュールは申込期間終了後に確定します。 

 ※当日の進行具合によって変更される場合があります。 

 ※競技順や各選手の受付時刻等の詳細は、参加人数確定後、千葉県高等学校体育連盟登山専門

部の HP にアップします。 

 ※デモンストレーションビデオは前日 20 時頃に youtube にアップする予定。リンクは千葉県高

等学校体育連盟登山専門部の HP に公開する。ただし、ルートセットの遅延によりビデオの公

開が遅れる場合がありますのでご承知おきください。 

 

     8:35～12:20 競技順に応じた受付時刻設定 

     8:45～ 9:00 ウォール前で役員打ち合わせ 

      アップ壁はメインアリーナにあり、時間制での利用(30 分間)となる。 

     9:30～17:00 競技 

      男子は 2ルート同時展開、女子は 1ルートずつを予定。 

      競技終了後、選手は会場に残ることはできない。 



3/4 ページ 

 

 

５．新型コロナウイルス感染防止対策 
 

1)健康管理 

選手および役員は、新型コロナウイルス感染の徴候がないか、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、選手の保護者の押印がない場合

は入場できません。 

2)受付 

 Ⅰ 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います。 

 Ⅱ 体温測定、健康チェックシートに次の症状及び状況がある場合、会場への入場を禁止しま

す。 

   発熱（37.5 度以上）、体調がよくない（咳・咽頭痛などの症状、倦怠感、呼吸困難）、嗅覚

や味覚の異常がある場合。 

3)観戦及び選手の帯同 

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、コーチ、トレーナー等）の

入場は認めません。また、会場に 2m×2m の区画を設定するので選手は一人一区画を利用し、身

体的距離を確保してください。大声での応援は行わないでください。 

4)マスクの着用 

マスクは、各自持参してください。競技中以外は常時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)クライミングロープ 

今大会は、感染防止としてロープは選手個人のものを使用しますので持参してください。ロ

ープの仕様は、以下の通りとします。ただし、高校生の部においては学校長の責任の下、持参

したロープを用いることができるものとします。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、申込先に必ず連絡をして相談してください。 

  ・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～10.0ｍｍとする。（6月 30 日付 IF 基準による） 

  ・尚、以下に当てはまるロープは安全上問題がありますので使用できません。 

       国立登山研修所編 確保理論より 

    ・通常クライミングでは使用しない化学物質(酸、バッテリー電解液など)に触れたこと

がある 

    ・芯が見えている  ・外皮が激しく毛羽立っている、損傷している 

    ・ひどく汚れている  ・外皮と芯がずれている 

    ・摩擦による熱や火などの熱を受けたことがある 

    ・部分的に固くまたは柔らかくなったりして他の部分と違和感がある部位が生じている 

    ・長い墜落や落下係数 1を超える墜落を受けた 

        落下係数 1を超える墜落 

        クライマーの墜落距離÷ビレイヤーとクライマー間のロープの長さ 

        クライマーが 4m 登ったところで 4m 墜落した場合、落下係数＝4÷4＝1となる 

    ・毎週の使用で 1年以上経過しているもの 

    ・月 1～3回の使用で 3年以上経過しているもの 

6)開閉会式、表彰式は実施しません。 

7)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。 

8)その他遵守事項 

 Ⅰ 大会中の感染防止として、動線、マスクの着用、手洗い及びアルコール消毒、3 密防止、

身体的距離の確保は会場の指示(ゾーンコントロール)のもと行ってください。飲食物やク

ライミング道具の共用はしないでください。 
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 Ⅱ ウォームアップ前後に手の消毒を行ってください。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いただくことを推奨します。 

 Ⅲ コールゾーンの共用の椅子に座る際は、汗からの感染防止対策としてタオルを敷いてくだ

さい。タオル(最小 150cm×70cm)は各自持参ください。 

 Ⅳ チョークは、液体チョークを推奨します。 

 Ⅴ コールゾーンでの荷物の移動は選手自身で行ってください。 

 

※新型コロナウイルス感染防止対策にご協力頂けない場合及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。 

 

 

６．その他 
 

1)大会の中止 

新型コロナウイルス感染症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。 

2)個人情報の取り扱い 

大会に際して選手から提供された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。 

健康チェックシートについては、保健所等からの要請があった場合に情報提供を行います。 

 

 

７．問合せ先 
 

一般社団法人 千葉県山岳・スポーツクライミング協会 阿部雅史 

E-mail: chibayouth.climbingcompetition@gmail.com 

 

 

 


