クライミングコンペ・オール神奈川に参加される方へ
➢ 注意事項
・ エキスパート（男子、女子、ジュニア）の競技順

問わず失格となります。預けられる同行者がいる

10 番目までの選手は 7 時 20 分からの受付後、研

方は、お預けください。預けられない場合は、受

修室内のウォームアップウォールを使用できま

付にお預けください。

す。競技順の早い選手を優先し、譲り合ってウォ

・ 競技会場の準備作業がありますので、選手及び観

ームアップを行ってください。11 番目以降の選手

戦される方は、エキスパートの受付が終了するま

はいったん食堂に待機し、開会式後に順次使用可

で（8:20 頃の予定）競技会場の屋外クライミング

能になります。なお、研修室内のウォームアップ

ウォール前に立ち入らないようにお願いいたし

ウォールは液体チョークのみ使用可能ですので、

ます。

ご注意ください。
・ エキスパートの選手は、アイソレーションに入る

・ エキスパート以外の選手の受付は、9 時半頃から
食堂前テラスにて行います。

際、競技までの待機中に必要な食料、飲料等も忘

・ エキスパート以外の選手は、観覧席後方のトラバ

れずに持参してください。アイソレーション入室

ース壁でウォームアップを行ってください。

後は外部との接触はできません。
・ アイソレーション内でのあらゆる通信機器の使
用は禁止です。アイソレーション内での通話、メ

・ エキスパート以外の選手は受付終了後、ルートセ
ッターがルートを登っている映像を食堂で見る
ことができます。

ール等の送受信が確認されたときは、通信相手を

➢ 駐車場
山岳スポーツセンターの駐車スペースは役員専用で利用できません。山岳スポーツセンターへの道に入る手
前右側の「諏訪丸駐車場」に駐車してください。

➢ 持参物
誓約書（記入・押印したもの）
、ハーネス、クライミングシューズ、チョーク、防寒着、マット（シート）、
食料・飲料（会場のそばに商店はありません）、下足入れ（ポリ袋など）

➢

タイムスケジュール（概ねの目安です。当日の進行状況により前後します。）
A壁
7:20

B壁

C壁

エキスパート（３種別） ウォームアップエリア（研修室）開放

各種別競技順最初の 10 名の

受付開始（～8:20 アイソクローズ）

み。それ以降の選手は食堂へ

8:30

開会式

8:50

EXP 男子（15 人）予選開始

エキスパート（３種別） 競技説明、オブザベーション

最初の５人はコールゾーンへ
残りの 10 人は研修室へ

9:30

EXP 女子（9 人）予選開始
最初の５人はコールゾーンへ
残りの４人は研修室へ

EXP 女子

予選終了(9:31 頃)

EXP ｼﾞｭﾆｱ（29 人）予選開始
最初の５人はコールゾーンへ
次の 10 人は研修室へ
残りの 14 人は食堂へ

EXP ｼﾞｭﾆｱ 16 番以降は
食堂で待機し順次移動
EXP ｼﾞｭﾆｱは全員研修
室へ移動

ルートセット
9:30

研修室／食堂

一般、高校、キッズ 食堂前テラスにて受付開始(～10:00)

食堂でデモビデオ再生

ウォームアップは外のトラバース壁で
10:00

EXP 男子 予選終了(9:58 頃)

クリーニング(9:53~9:58 頃)

左壁傾斜変更、ルートセット

10:30

ルートセット完了
一般（4 人）競技開始
一般

競技終了(10:48 頃)

キッズ A（９人）競技開始

11:00

ルートセット完了

EXP ｼﾞｭﾆｱ 予選終了(11:01 頃)

研修室のアップ壁開放。一般、

高校（18 人）競技開始

右壁傾斜変更、ルートセット

高校、キッズの選手も使用可

11:30

キッズ A 競技終了(11:29 頃)
クリーニング(11:29~11:34 頃)

キッズ B（15 人）競技開始

12:00
12:40

13:30

高校 競技終了(12:21 頃)

ルートセット完了

一般（４人）競技開始

キッズ C（10 人）競技開始

一般 競技終了(12:39 頃)

キッズ B 競技終了(12:42 頃)

キッズ C 競技終了(12:45 頃)

クリーニング(12:39~12:44 頃)

クリーニング(12:42~12:47 頃)

クリーニング(12:45~12:50 頃)

キッズ A（９人）競技開始

高校（18 人）競技開始

キッズ B（15 人）競技開始

キッズ C 競技終了(14:10 頃)

高校

キッズ B 競技終了(13:58 頃)

研修室のアップ壁クロ

ルートセット

ルートセット

ルートセット

ーズ（全員退出）

キッズ A 競技終了(13:25 頃)

キッズ C（10 人）競技開始

14:00

競技終了(14:08 頃)

14:00

エキスパート（３種別） アイソオープン（～14:30 アイソクローズ）

14:30

一般、高校、キッズ 表彰式(～14:50 頃)

15:45

ルートセット完了
決勝進出選手紹介、オブザベーション

16:00

EXP ｼﾞｭﾆｱ（６人） 決勝開始

EXP 男子（６人） 決勝開始

16:30

EXP ｼﾞｭﾆｱ 決勝終了(16:30 頃)

EXP 男子 決勝終了(16:30 頃)

EXP 女子（３人） 決勝開始
16:40

EXP 女子 決勝終了(16:45 頃)

16:50

成績発表・確定

17:00

エキスパート（３種別）表彰式・閉会式

決勝進出者は研修室へ移動

➢ ルールなど
・ エキスパートは男子、女子、ジュニアとも、オン
サイト２ラウンドです。

➢ 参加取り消しについて

・ 一般、高校、キッズはフラッシュで２ルートを登

何らかの事情で参加できなくなった方は、下記へ

り、IFSC ルールのリードの予選の順位決定方法

ご連絡ください。また、カテゴリー、氏名の誤り

によって順位を決定します。下記の TP の値が小

がある場合などは早めにご連絡ください。処理ミ

さいほうが上位になります。

スを防ぐために、できるだけメールなど文書での

TP = √r1 × r2

ご連絡をお願いします。

（TP：総合ポイント r1：第１ルートの順位ポイ
ント

r2：第２ルートの順位ポイント）

＜参加、名簿に関する連絡先＞

順位ポイントは、選手のそのルートでの順位が単

〒214-0006

独の場合はその順位の値、２名以上の選手が同着

2-17-1-106

の場合はその平均順位の値になります。例えば、

Tel：044-945-2456

２位に４名の同着の選手がいた場合、同着の各選

（20 時以降） 携帯電話：090-7188-9844

手に (2 + 3 + 4 + 5)  4 = 3.50 が順位ポイントと

川崎市多摩区菅仙谷
山本

和幸

Mail：tri_cam7@yahoo.co.jp

して与えられます。
・ エキスパート決勝を除き、最終オブザベーション
を競技時間に含める旧ルールで行います。

➢ 悪天時の対応について

・ エキスパート決勝は、予選へのカウントバック後

会場施設の関係上、悪天のため実施できない場合

も同着があった場合に、競技時間が短い方を上位

は中止となります。施設確保の関係上、順延とは

とします。その場合の競技時間は、アテンプト開

なりませんので、ご承知おきください。

始からアテンプト終了までの時間とします。

実施、中止の判断は大会前日 4 月 13 日夜９時の

・ ルート中のクイックドローは、下から順番に全て

段階で神奈川県山岳連盟のウェブサイトにてお

にクリップしてください。クリップしなかった場

知らせします。
「実施予定翌朝最終判断」の場合は、

合は、手でクイックドローに触れることができな

当日朝６時の段階で決定いたします。お手数です

くなった時点で競技中止となり、その時点の位置

が、確認をお願いいたします。多少の雨であれば

（高度）が記録となります。

実施する方向で検討します。しかし、実施した場

・ Ｚクリップをした場合は、速やかにやり直してく
ださい（いずれかのカラビナからロープをはずし
てかけ直してください）
。
・ 特定のクイックドローについて、指定されたホー
ルドを通過する前にクリップしなければならな
い場合があります。その場合、クイックドローと
ホールドは青い十字でマーキングされます。
・ 壁の一部が黒いテープで囲まれる場合がありま
す。これをデマケーションといい、そのテープを
越えた向こう側のクライミングウォールやホー
ルドを使用して登ることはできません。
・ 抗議は成績発表後 5 分以内に文書にて審判に申告
してください。

合も状況を見てラウンドを短縮したり、中止する
こともありますこと予めご了承ください。

