
 

 

 
2022年度 千葉県民体育大会第二部（国民体育大会千葉県大会） 

 

兼 2021年度千葉県ユース選手権代替大会 
 

 

 
   実施プログラム  

 

 

 

 

日時  リード競技  2022 年 4 月 10 日(日)  8:30～15:00  

 

ボルダリング競技 2022 年 4 月 24 日(日)  8:20～14:00 

 

会場  千葉県立幕張総合高等学校クライミングウォール 

 

主催  (一社)千葉県山岳・スポーツクライミング協会 

 

主管  千葉県フリークライミング協会  

 

種別  成年男子・成年女子・少年男子・少年女子  

 

千葉県ユース選手権男子・千葉県ユース選手権女子  

 

 

 

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。 

 

 

  

4/5 版 



 

１．日程  

（１）4 月 10 日リード競技    ※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  役員集合  

  8:30～11:00 競技順に応じた受付    ★検温、健康チェックカードの提示 

アップ壁は時間制での利用(20 分間)。ボルダリング壁を用いる。 

9:25～14:45  競技（フラッシング、２ルート） 

※式典無し、競技終了後、選手は随時解散する。  

 

（２）4 月 24 日ボルダリング競技  

8:00  役員集合  

8:20～ 9:20 女子受付（4 分間隔）    ★検温、健康チェックカードの提示 

アップ壁はリード壁下部を用いる。  

9:20～10:54 女子競技（オンサイトベルトコンベア、4 分間隔、4 課題） 

9:56～11:40 男子受付（4 分間隔）    ★検温、健康チェックカードの提示 

10:56～13:14 男子競技（オンサイトベルトコンベア、4 分間隔、4 課題） 

※式典無し、競技終了後、選手は随時解散する。 

 

２．競技方法・競技規則  

※すでに公開している 2022 年度千葉県民体育大会第二部（国民体育大会千葉県大会）スポ

ーツクライミング競技実施細則、及び実施要項に基づいて実施する。以下、その抜粋と変更

点を記載する。  

（１）リード競技 

・フラッシング方式の２ルート。ただし、見ることができるのはデモンストレーションビデ

オ のみとし、他人の登りを見ることはできないものとする。  

・クライミングタイムの計測を行い、順位決定に用いる。  

・競技ルート以外のホールドも取り付けてある状態でテープ課題として競技を行うので、指

定以外のホールドやハリボテを使用した場合は、元の位置に戻ってから登りなおせば一回 

目は競技続行とするが、同じ場所で二回以上使用、あるいは元に戻れない場合には競技終了

となる。 

・指定以外のホールドを使った場合、審判から必要な箇所まで戻るよう指示がある。指示を

無視した（意図的でなくとも）場合は、そこで競技終了となる。指示が聞こえるかどうかの

判断は審判長または主任審判の判断による。 

（２）ボルダリング競技 

・オンサイトベルトコンベア方式の４ボルダー。ローテーションタイムは４分間。  

・スタートホールドの４点、及び TOP ホールドは V 字のテープで記し、ZONE ホールドは＋字

のテープで記し、その他の指定ホールドは I 字のテープで記す。 

・競技ルート以外のホールドも取り付けてある状態でテープ課題として競技を行うが、指定 

以外のホールドやハリボテを使用した場合は、アテンプト終了とする。 

 

３．表彰  

※男女別に２種別（成年、少年）を同じ成績表で評価し、総合順位を算出する。総合順位に

基づいて、各種別の順位を決定する。千葉県ユースは別成績とする。  



（１）国体県予選の部として、競技ごとに成年男子・成年女子・少年男子・少年女子の第１

位か ら第３位までを表彰する。  

（２）千葉県ユース選手権の部として、競技ごとに男子・女子の第１位から第３位までを表

彰する。 

 

４．連絡および注意事項 

（１）リード競技デモビデオ  

・デモビデオは YouTube で大会前日 19 時頃配信する。（遅くとも 21 時には配信） 

・配信は次のブログにて YouTube の URL を発表とする。ブログの ＱＲコードは↓  

            https://ameblo.jp/narashino-fcc/ 

 

 

（２）受付  

・リード競技の受付は、１階自販機入口付近に設置します。  

・ボルダリング競技の受付は、ハンドボールコート側の入口付近に設置します。  

・各選手に割振られた受付時間での受付となります。早く来ても入ることはできません。 

・受付にてゼッケンを渡します。競技終了後、忘れずに返却してください。  

（３）更衣場所、選手待機場所  

    ・リード壁裏の多目的室を利用してください。  

（４）ウォーミングアップ  

・リード競技は各選手に割振られたウォーミングアップ時間のみとなります。  

・ボルダリング競技は受付後からコールゾーン待機までの時間となります。（約 50 分間）  

（５）接触制限について 

・リード競技においては、１本目、２本目ともに競技が終了した選手は、競技前の選手との 

接触を禁止します。（変則的なフラッシュ形式のため） 

・ボルダリング競技においては、先に競技が終了した女子選手が受付前の男子選手と接触す 

ることを禁止します（課題を見ているため）。 

・２競技ともに、競技終了後に競技エリアから退出したら会場に戻ることはできません。 

（６）会場校より 

・ゴミは全て持ち帰り、自宅で廃棄してください。  

・１階のみの利用となります。２階以上への立ち入りは禁止です。  

・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。 

（７）新型コロナウイルス感染防止対策 

・実施細則 10．新型コロナウイルス感染防止対策に記載されていることを遵守してください。 

 

 

https://ameblo.jp/narashino-fcc/


５．出場予定選手、受付時刻および競技順等

※氏名、ふりがなの間違いしゃ名前が無い場合は至急連絡先までご連絡ください。

（１）４月１０日リード競技

県体二部　女子（成年女子、少年女子）

種別 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン 受付
ルート

１

ルート

１

ルート

１

ルート

２

ルート

２

ルート

２

アップ 競技順 開始 アップ 競技順 開始

少年女子 竹内 亜衣 たけうち あい 千葉市立千葉高等学校2年 赤１ 1 15

少年女子 堀口 夢実 ほりぐち ゆみ 千葉県立千城台高等学校2年 赤２ 8:30~ 8:45~ 2 9:25 10:20~ 16 11:00

少年女子 萩原 香月 はぎわら かづき 高校１年 赤３ 8:40 9:25 3 11:00 17

少年女子 西藤 あかり にしふじ あかり 千葉県立千葉北高等学校3年 赤４ 4 18

少年女子 橋本 円 はしもと まどか 千葉県立幕張総合高等学校2年 赤５ 5 19

少年女子 小林 和音 こばやし かずね 千葉県立船橋高等学校1年 赤６ 8:50~ 9:05~ 6 9:45 10:40~ 20 11:20

少年女子 鈴木 可菜美 すずき かなみ 千葉商科大学付属高等学校3年 赤７ 9:00 9:45 7 11:20 21

少年女子 寳利 碧空 ほうり そら 千葉県立千葉北高等学校3年 赤８ 8 22

少年女子 石伏  なず菜 いしぶし なずな 千葉県立幕張総合高等学校3年 赤９ 9 23

少年女子 杉浦 維千 すぎうら いち 千葉県立幕張総合高等学校3年 赤１０ 9:10~ 9:25~ 10 10:05 11:00~ 24 11:40

成年女子 久米 乃ノ華 クメ ノノハ 日本大学 赤１１ 9:20 10:05 11 11:40 25

成年女子 二宮 凜 にのみや りん 日本女子大学通信教育課程 赤１２ 12 26

少年女子 渋谷 理乃 しぶや りの 千葉県立幕張総合高等学校2年 赤１３ 9:30~ 9:45~ 13 11:20~ 27

成年女子 西田 朱李 にしだ しゅり 順天堂大学 赤１４ 9:40 10:25 14 10:25 12:00 28 12:00



県体二部　男子（成年男子、少年男子）

種別 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン 受付
ルート

１

ルート

１

ルート

１

ルート

２

ルート

２

ルート

２

アップ 競技順 開始 アップ 競技順 開始

少年男子 吉村 直己 よしむら なおき 千葉県立幕張総合高等学校 黒１ 1 27

少年男子 滝口 紘生 たきぐち ひろき 東京学館浦安高等学校1年 黒２ 8:30~ 8:45~ 2 9:25 11:20~ 28 12:00

成年男子 村下 善乙 むらした ぜんと 法政大学　一年 黒３ 8:40 9:25 3 12:00 29

少年男子 安楽 宙斗 あんらく そらと 千葉県立八千代高等学校 1年 黒４ 4 30

少年男子 梶山 梓 かじやま あずさ 千葉敬愛高等学校2年 黒５ 5 31

少年男子 山﨑 一馬 やまざき かずま 千葉県立幕張総合高等学校3年 黒６ 8:50~ 9:05~ 6 9:45 11:40~ 32 12:20

少年男子 三田 歩夢 みた あゆむ 市立船橋高等学校3年 黒７ 9:00 9:45 7 12:20 33

少年男子 竹久 瑛 たけひさ あきら 千葉市立緑町中学校3年 黒８ 8 34

少年男子 太和田 直央人 たわだ なおと 幕張総合 黒９ 9 35

少年男子 間野 大和 まの やまと 幕張総合高校 黒１０ 9:10~ 9:25~ 10 10:05 12:00~ 36 12:40

少年男子 石山 葉琉 いしやま はる 千葉市立幕張西中学校3年 黒１１ 9:20 10:05 11 12:40 37

少年男子 山田 琳久 やまだ りく 幕張総合高校3学年 黒１２ 12 38

少年男子 関 悠真 せき ゆうま 千葉県立八千代高等学校 1年 黒１３ 9:45~10:25 13 10:25 12:20~13:00 39 13:00

少年男子 木下 聡 きのした さとし 千葉県立幕張総合高校2年 黒１４ 9:30~ 10:00~ 14 12:35~ 40

成年男子 石見 友一 いわみ ゆういち 東海大学　一年 黒１５ 9:40 10:40 15 10:40 13:15 45 13:15

少年男子 御園 大士 みその たいし 幕張総合高校3年 黒１６ 16 46

成年男子 松田 奏多 まつだ かなた 信州大学3年 黒１７ 17 47

少年男子 藤野 柊斗 ふじの  しゅうと 千葉商科大学付属高等学校3年 黒１８ 10:00~ 10:15~ 18 10:55 12:55~ 48 13:35

少年男子 木俣 希 きまた のぞみ 幕張総合3年 黒１９ 10:10 10:55 19 13:35 49

少年男子 阿部 昇悟 あべ しょうご 市川南高等学校2年 黒２０ 20 50

成年男子 島谷 尚季 しまたに なおき CMSCA 黒２１ 21 51

少年男子 関 龍馬 せき りょうま 幕張総合高校2年 黒２２ 10:20~ 10:35~ 22 11:15 13:15~ 52 13:55

少年男子 倭 蒼太朗 やまと そうたろう 幕張総合高等学校 黒２３ 10:30 11:15 23 13:55 49

少年男子 薄井 大樹 うすい だいき 千葉県立幕張総合高等学校3年 黒２４ 24 50

少年男子 吉田 彩人 よしだ あやと 千葉県立幕張総合高等学校3年 黒２５ 10:40~ 10:55~ 25 13:35~ 51

少年男子 吉岡 聖将 よしおか まさと 千葉県立幕張総合高等学校2年 黒２６ 10:50 11:35 26 11:35 14:15 52 14:15



千葉県ユース選手権代替大会（男子、女子） 県ユース

種別 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン 受付
ルート

１

ルート

１

ルート

１

ルート

２

ルート

２

ルート

２

アップ 競技順 開始 アップ 競技順 開始

県ユース男子 高橋 立斗 たかはし りと 市川市立冨貴島小学校 赤４１ 1 21

県ユース男子 高木 健太 たかぎ けんた 東海大学附属浦安高等学校・中等部 赤４２ 8:30~ 8:45~ 2 9:25 10:40~ 22 11:20

県ユース男子 志水 彬 しみず あきら 土気南中学校 赤４３ 8:40 9:25 3 11:20 23

県ユース男子 小笠原 英徳 おがさわら えいと 市川市立妙典中学校2年 赤４４ 4 24

県ユース女子 姉帶 沙柚 あねたい さゆ 松戸市立小金南中学校１年 赤４５ 5 25

県ユース男子 中島 凌太郎 なかじま りょうたろう 市川中学校2年 赤４６ 8:50~ 9:05~ 6 9:45 11:00~ 26 11:40

県ユース男子 波多野 英傅 はたの えでん 南行徳中学校 赤４７ 9:00 9:45 7 11:40 27

県ユース女子 村杉 汐里 むらすぎ しおり 千葉県立七次台中学校２年 赤４８ 8 28

県ユース女子 逆井 実乃 さかさい  みの 船橋市立前原中学校 1年 赤４９ 9 29

県ユース男子 菊沢 惺 きくさわ さとる 流山市立南流山中学校１年 赤５０ 9:10~ 9:25~ 10 10:05 11:20~ 30 12:00

県ユース女子 小林 律香 こばやし りつか 船橋市立西海神小学校5年 赤５１ 9:20 10:05 11 12:00 31

県ユース女子 二瓶 七海 にへい ななみ 船橋市立若松中学校2年 赤５２ 12 32

県ユース男子 安楽 晴希 あんらく はるき 八千代市立大和田小学校5年 赤５３ 13 33

県ユース女子 岡部 朱里 おかべ あかり 松戸市立新松戸南小学校 赤５４ 9:30~ 9:45~ 14 10:25 11:40~ 34 12:20

県ユース男子 伊藤 柊太 いとう しゅうた 市川市立南新浜小学校5年 赤５５ 9:40 10:25 15 12:20 35

県ユース女子 西村 優杏 にしむら ゆあ 印西市立木刈中学校1年 赤５６ 16 36

県ユース女子 的場 朱杜 まとば すず 市川市立第一中学校2年 赤５７ 17 37

県ユース女子 望月 咲希 もちづき さき 印西市立いには野小学校6年 赤５８ 9:50~ 10:05~ 18 10:45 12:00~ 38 12:40

県ユース女子 田村 汐莉 たむら しおり 習志野市立屋敷小学校 赤５９ 10:00 10:45 19 12:40 39

県ユース女子 菊池 心乃香 きくち このか 阿蘇米本学園 赤６０ 20 40



（２）４月２４日ボルダリング競技

県体二部　女子（成年女子、少年女子）

競技順 種別 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン 受付
コール

ゾーン
開始

会場

退出

1 少年女子 竹内 亜衣 たけうち あい 千葉市立千葉高等学校2年 赤１ 8:20 9:12 9:20 9:56

2 少年女子 堀口 夢実 ほりぐち ゆみ 千葉県立千城台高等学校2年 赤２ 8:24 9:16 9:24 10:00

3 少年女子 西藤 あかり にしふじ あかり 千葉県立千葉北高等学校3年 赤３ 8:28 9:20 9:28 10:04

4 少年女子 小林 和音 こばやし かずね 千葉県立船橋高等学校1年 赤４ 8:32 9:24 9:32 10:08

5 少年女子 石伏  なず菜 いしぶし なずな 千葉県立幕張総合高等学校3年 赤５ 8:36 9:28 9:36 10:12

7 少年女子 橋本 円 はしもと まどか 千葉県立幕張総合高等学校2年 赤６ 8:40 9:32 9:40 10:16

8 成年女子 二宮 凜 にのみや りん 日本女子大学通信教育課程 赤７ 8:44 9:36 9:44 10:20

9 少年女子 杉浦 維千 すぎうら いち 千葉県立幕張総合高等学校3年 赤８ 8:48 9:40 9:48 10:24

10 少年女子 萩原 香月 はぎわら かづき 高校１年 赤９ 8:52 9:44 9:52 10:28

11 成年女子 久米 乃ノ華 クメ ノノハ 日本大学 赤１０ 8:56 9:48 9:56 10:32

12 少年女子 寳利 碧空 ほうり そら 千葉県立千葉北高等学校3年 赤１１ 9:00 9:52 10:00 10:36

13 少年女子 渋谷 理乃 しぶや りの 千葉県立幕張総合高等学校2年 赤１２ 9:04 9:56 10:04 10:40

14 少年女子 鈴木 可菜美 すずき かなみ 千葉商科大学付属高等学校3年 赤１３ 9:08 10:00 10:08 10:44

15 成年女子 西田 朱李 にしだ しゅり 順天堂大学 赤１４ 9:12 10:04 10:12 10:48



県体二部　男子（成年男子、少年男子）

競技順 種別 氏名 ふりがな 所属 ゼッケン 受付
コール

ゾーン
開始

会場

退出

1 少年男子 山田 琳久 やまだ りく 幕張総合高校3学年 黒１ 9:56 10:48 10:56 11:32

2 少年男子 梶山 梓 かじやま あずさ 千葉敬愛高等学校2年 黒２ 10:00 10:52 11:00 11:36

3 成年男子 村下 善乙 むらした ぜんと 法政大学　一年 黒３ 10:04 10:56 11:04 11:40

4 少年男子 阿部 昇悟 あべ しょうご 市川南高等学校2年 黒４ 10:08 11:00 11:08 11:44

5 少年男子 藤野 柊斗 ふじの  しゅうと 千葉商科大学付属高等学校3年 黒５ 10:12 11:04 11:12 11:48

6 少年男子 木俣 希 きまた のぞみ 幕張総合3年 黒６ 10:16 11:08 11:16 11:52

7 少年男子 木下 聡 きのした さとし 千葉県立幕張総合高校2年 黒７ 10:20 11:12 11:20 11:56

8 少年男子 太和田 直央人 たわだ なおと 幕張総合 黒８ 10:24 11:16 11:24 12:00

9 少年男子 関 龍馬 せき りょうま 幕張総合高校2年 黒９ 10:28 11:20 11:28 12:04

10 少年男子 石山 葉琉 いしやま はる 千葉市立幕張西中学校3年 黒１０ 10:32 11:24 11:32 12:08

11 少年男子 竹久 瑛 たけひさ あきら 千葉市立緑町中学校3年 黒１１ 10:36 11:28 11:36 12:12

12 少年男子 間野 大和 まの やまと 幕張総合高校 黒１２ 10:40 11:32 11:40 12:16

13 少年男子 倭 蒼太朗 やまと そうたろう 幕張総合高等学校 黒１３ 10:44 11:36 11:44 12:20

14 少年男子 吉岡 聖将 よしおか まさと 千葉県立幕張総合高等学校2年 黒１４ 10:48 11:40 11:48 12:24

15 少年男子 御園 大士 みその たいし 幕張総合高校3年 黒１５ 10:52 11:44 11:52 12:28

16 少年男子 安楽 宙斗 あんらく そらと 千葉県立八千代高等学校 1年 黒１６ 10:56 11:48 11:56 12:32

17 少年男子 滝口 紘生 たきぐち ひろき 東京学館浦安高等学校1年 黒１７ 11:00 11:52 12:00 12:36

18 成年男子 石見 友一 いわみ ゆういち 東海大学　一年 黒１８ 11:04 11:56 12:04 12:40

19 少年男子 三田 歩夢 みた あゆむ 市立船橋高等学校3年 黒１９ 11:08 12:00 12:08 12:44

20 少年男子 関 悠真 せき ゆうま 千葉県立八千代高等学校 1年 黒２０ 11:12 12:04 12:12 12:48

21 成年男子 島谷 尚季 しまたに なおき CMSCA 黒２１ 11:16 12:08 12:16 12:52

22 少年男子 吉田 彩人 よしだ あやと 千葉県立幕張総合高等学校3年 黒２２ 11:20 12:12 12:20 12:56

23 成年男子 松田 奏多 まつだ かなた 信州大学3年 黒２３ 11:24 12:16 12:24 13:00

24 少年男子 薄井 大樹 うすい だいき 千葉県立幕張総合高等学校3年 黒２４ 11:28 12:20 12:28 13:04

25 少年男子 吉村 直己 よしむら なおき 千葉県立幕張総合高等学校 黒２５ 11:32 12:24 12:32 13:08

26 少年男子 山﨑 一馬 やまざき かずま 千葉県立幕張総合高等学校3年 黒２６ 11:36 12:28 12:36 13:12



②更衣室は
多目的室

入口専用

①受付（検温）

正門から

受付前に、このエリアで
待機しているとき、
身体手的距離の確保に
努めてください。

※１本目、２本目ともに
競技後に待機中の選手と
接触することは禁止。

※２本目の競技が終了した
ら速やかに退出すること。

出口
この出口から
退出。退出後、
校内の戻ること
はできません。

③コール
ゾーン

③コール
ゾーン

※トイレは１階のみ使用
リード競技の動線
（幕張総合高校）

✕

✕

④１本目終了後
控室へ



②更衣室は
多目的室

入口専用

①受付（検温）

正門から

受付前に、このエリアで
待機しているとき、
身体手的距離の確保に
努めてください。

※競技終了後、
受付前の選手との
連絡は厳禁（レッドカード）
退出後、校内に戻る
ことはできません。

③コール
ゾーン

※トイレは１階のみ使用
ボルダリング競技の動線
（幕張総合高校）

✕

✕

※荷物はすべて
持って移動

④出口専用

✕

この出入口
は使用禁止



コールゾーン

B1

B2

B3

B4

出口へ

B1後待機

B2後待機

B3後待機

ブルーシート
仕切り

アップエリア

タイマー

タイマー

ビデオ

ビデオ

（自販機側） 競技後更衣室

ボルダリング競技の動線（詳細）


