
第３回 関東小中学生選抜クライミング選手権大会 選手案内 

 

  神奈川県山岳連盟 競技委員会 

 

１１月１３日（日）のタイムスケジュール（予定） 

 小学生男子 中学生男子 小学生女子 中学生女子   

7:30 研修室でのウォームアップができます 7:30 

8:00 受付開始・予選アイソレーションオープン 8:00 

8:30 予選アイソレーションクローズ 8:30 

8:40 開会式、競技説明 8:40 

9:00 オブザベーション 9:00 

9:10 小学生男子   小学生女子   9:10 

 予選ＯＳ   予選 OS    

          

 １２名   ８名     

          

 成績仮発表 中学生男子 成績仮発表 中学生女子  

 成績確定 予選ＯＳ 成績確定 予選 OS  

          

   ２４名     １９名  

         

          

          

13:00   成績仮発表   成績仮発表 13:00 

13:05   成績確定   成績確定 13:05 

 決勝アイソレーションオープン  

13:15 決勝アイソレーションクローズ 13:15 

14:10 選手紹介 14:10 

14:15 決勝オブザベーション 14:15 

14:25 小学生男子   小学生女子   14:25 

 決勝 OS   決勝 OS    

 ５名   ４名     

         

 成績仮発表 中学生男子 成績仮発表 中学生女子  

 成績確定 決勝ＯＳ 成績確定 決勝 OS  

   ７名    ６名    

          

15:55   成績仮発表   成績仮発表 15:55 

16:00   成績確定   成績確定 16:00 

16:10 表彰式・閉会式 16:10 

16:30 解散 16:30 



１． 競技順について 

競技順は 11 月 12 日（土）に神奈川県山岳連盟のウェブサイト 

（http://www.kanagawa-gakuren.gr.jp/）にて公開します。 

当日欠席などにより競技順が繰り上がる可能性がありますのでご承知おきください。 

 

２． 注意事項 

① 予選決勝ともにオンサイト方式です。 

② アイソレーションに入る際は、競技までの待機中に必要な食料、飲料等は必ず持参

してください。 

③ 選手は許可なくアイソレーション区域から出ることはできません。 

④ アイソレーションへは選手以外の方の立ち入りをご遠慮願います。 

⑤ 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、メールの送受信が確認された時は通信相手を問わず失格となります。 

預けられる同行者がいる方はお預けください。いない場合は係員に申し出てくださ

い。 

 

３． 持参するもの 

 参加申込書・誓約書（様式２）、ハーネス、クライミングシューズ、チョーク、 

防寒具、マット（シート）、食料、飲料、下足入れ 

※会場付近には商店はありません。アイソレーション内に飲み物の自販機はあります。 

 

４．駐車場について 

  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。（有料駐車場） 

 ※山岳スポーツセンターの駐車スペースは利用できません。 

 

     県立山岳スポーツセンター    住所：神奈川県秦野市戸川１３９２ 

 

 

 

 

 



５．雨天時の対応について 

  会場施設の関係上、悪天のため実施出来ない場合は中止となります。施設確保の関係上、

順延とはなりませんのでご承知おきください。 

 ※当日の実施について判断に迷う状況の時は朝 6時から 6時 30分の間に下記連絡先に 

ご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

６．ウォームアップについて 

研修室のウォームアップ・ウォールは７時 30分から使用できます。競技順の早い選手

は適宜ウォームアップを行ってください。競技順を考慮して譲り合って利用してくだ

さい。研修室のウォームアップは 7時 50分で一旦終了退出し、８時からの受付後アイ

ソレーションに再入場していただきます。 

※ 研修室が開放される前に到着しても車の中などで待機し、競技会場周辺を歩き回らな

いようお願いいたします。 

※ 研修室内のウォームアップ・ウォールでは、液体チョークのみ使用可能ですので、注意

してください。 

 

 

７．ルールについて 

  ①予選は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。40秒間の最終

オブザベーションは認められていますが、6分間の競技時間に含まれます。 

   

  ③ルート中のクイックドローは下から順番にすべてにクリップしてください。あるクイ

ックドローにクリップせず、次のクイックドローに先にクリップした場合（クリップ

飛ばし）、そしてクリップしていないクイックドローに手が届かなくなった場合は競技

中止となり、その時点の位置（高度）が記録となります。また青の十字でマークされ

たホールドを通過する前に、同じマークのついたクイックドローにクリップをしなけ

ればなりません。クリップせずそのホールドを両手が通過してしまうとその時点で競

技中止となります。 

 

  ④Zクリップ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

を外してかけ直す） 

 

  ⑤壁の一部が黒テープで仕切られている場合、これをデマケーションと言い、そのテー

プを超えた向こう側の壁やホールドを使用して登ることはできません。 

 

②決勝で３位までに同着が出た場合は予選へのカウントバックを行いますが、カウント

バック後も同着の場合には、決勝の競技時間の短い方を上位とします。その場合の競

技時間とは、アテンプトの開始（体のすべてが地面から離れた時）からアテンプト終

了（墜落・完登・競技中止）までの時間とします。

連絡先 

 山本 

 携帯電話：090-7188-9844 



出場選手一覧 

中学生男子 

氏名 都県 学校名 学年 

高山 優槻 茨城県 水戸市立第三中学校 2 

石田 諒 茨城県 土浦市立土浦第二中学校 3 

石崎 天琉 茨城県 鉾田市立旭中学校 2 

川又 玲瑛 栃木県 宇都宮市立瑞穂野中学校 1 

齋藤 正樹 栃木県 宇都宮市立清原中学校 1 

寺門 おおら 栃木県 佐野日本大学中等教育学校 3 

河合 汰樹 栃木県 作新学院中等部 1 

小林 隼大 群馬県 渋川市立澁川北中学校 3 

星 優輝 群馬県 太田市立北中学校 2 

田内 大介 群馬県 高崎市立群馬南中学校 1 

大竹 志弥 群馬県 高崎市立箕郷中学校 1 

鶴  隼人 埼玉県 入間市立藤沢中学校 2 

牧田  空 埼玉県 鶴ヶ島市立鶴ヶ島中学校 2 

別所  綱 埼玉県 小川町立東小川中学校 2 

石井 幸宜 埼玉県 川口市立領家中学校 2 

大場 拓真 埼玉県 川口市立南中学校 2 

安川 潤 千葉県 印西市立木刈中学校 1 

村下 善乙 千葉県 流山市立常磐松中学校 1 

山口 龍磨 東京都 立川市立第六中学校 3 

小川 智士 東京都 狛江市立狛江第四中学校 3 

鷹見 真洋 東京都 府中市立府中第四中学校 1 

永井 紘仁 神奈川県 川崎市立西中原中学校 2 

樋永 大悟 神奈川県 川崎市立宮前平中学校 2 

小林 祐仁 山梨県 富士吉田市立下吉田中学校 2 

 
 

中学生女子 

氏名 都県 学校名 学年 

菊池 野音 茨城県 つくば市立谷田部東中学校 1 

長谷川 佳穂 茨城県 ひたちなか市立那珂湊中学校 3 

田中 真緑 茨城県 茗渓学園中学校 2 

半田 和 栃木県 真岡市立真岡西中学校 3 

大河原 友那 栃木県 宇都宮市立鬼怒中学校 2 

藤﨑 風歩 群馬県 高崎市立長野郷中学校 1 

石川 果隠 埼玉県 加須市立大利根中学校 1 

川端 美央 埼玉県 入間市立藤沢中学校 2 

二宮 凛 千葉県 千葉市立白井中学校 2 

菊沢 紗 千葉県 流山市立南流山中学校 2 

高橋 奈那羽 千葉県 千葉市立打瀬中学校 1 

柿崎 未羽 東京都 東村山市立東村山第六中学校 1 

青柳 未愛 東京都 調布市立第五中学校 1 

美谷島 ももか 東京都 日本大学中学校 1 

岩本 岬 東京都 聖ヶ岡中学校 3 

阿部 桃子 神奈川県 川崎市立有馬中学校 2 

菅原 亜弥 神奈川県 川崎市立西中原中学校 2 

松藤 藍夢 神奈川県 横浜市立早渕中学校 1 

谷 汐唯 神奈川県 厚木市立厚木中学校 2 

 
  



小学生男子 

氏名 都県 学校名 学年 

佐藤 悠織 茨城県 水戸市立寿小学校 4 

田中 慧樹 茨城県 つくば市立吾妻小学校 6 

橋本 瑛磨 茨城県 那珂市立菅谷東小学校 6 

竹村 比呂 栃木県 真岡市立真岡小学校 5 

関口 準太 栃木県 真岡市立真岡西小学校 6 

猪鼻 碧人 埼玉県 川越市立今成小学校 5 

安楽 宙斗 千葉県 八千代市立大和田小学校 4 

関 悠真 千葉県 船橋市立西海神小学校 4 

浮嶋 大輝 千葉県 千葉市立高洲第三小学校 4 

上村 悠樹 東京都 江戸川区立清新第一小学校 6 

小俣 史温 東京都 練馬区立光が丘夏の雲小学校 5 

土肥 理人 神奈川県 平塚市立崇善小学校 6 

 
 

小学生女子 

氏名 都県 学校名 学年 

屋代 紺葉 栃木県 宇都宮市立清原東小学校 6 

柳澤 葵 群馬県 藤岡市立神流小学校 6 

塚越 優衣 群馬県 前橋市立桂萱小学校 6 

大竹 なつ穂 群馬県 高崎市立箕郷東小学校 5 

野部 七海 埼玉県 熊谷市立江南北小学校 6 

小林 和音 千葉県 船橋市立西海神小学校 4 

伊東 そら 神奈川県 逗子市立小坪小学校 6 

近藤 美七海 神奈川県 箱根町立箱根の森小学校 5 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


