
令和３年 9 月１日 

第 1２ 回全国高等学校選抜クライミング選手権大会 合同予選会実施要項 

 

１  主   催  愛知県山岳連盟・岐阜県山岳連盟・三重県山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 

 

２  日   時  令和３ 年 1１ 月 ３ 日（水）   

集合受付 12:00  競技開始 13:00 

12:00  受付   12:10 アイソオープン 12:55 アイソクローズ 

13:00   開会式   競技開始通告  

13:10 予選ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ   13:30  予選競技 

15：00 決勝ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ  15:15決勝競技        

16：30  閉会式 

３  会   場  浜松スクエアクライミングセンター 

〒435-0057 静岡県浜松市東区中田町 449  TEL 053-411-8455 

４  競技形式  リード競技  予選：１ 課題オンサイト（競技時間６ 分） 

決勝：１ 課題オンサイト（競技時間 6 分） 

競技規則は原則 IFSC2020 年版に準じて実施します。 

５  参加資格   

(1) 選手は、学校教育法第 1 条に規定する高等学校（中等教育学校後期課程を含む）に在籍する生徒

で、(公社)日本山岳･スポーツクライミング協会に令和元年度の選手登録をしている者とする。 

(2) 年齢は平成 1５ 年 4 月 2 日以降に出生の者で、高等学校に在籍しているものとする。ただし、出場

は高等学校在籍中 3 回までとし、同一学年での出場は一回限りとする。 

(3) チーム編成において全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。 

(4) 統廃合の対象となる学校については、当該校を含む合同チームによる大会参加を認める。 

(5) 転校後 6 ケ月未満の者は参加を認めない。（外国人留学生もこれに準ず） 

(6) 出場する選手は、在籍する学校長の承認を得ること。 

(7) 大会参加に際しては、学校長の認める者が引率のこと。 

(8) 所属校が全国高体連加盟費 3,000 円（全国部報代含む）を納入していること。 

ユースの参加はできません 

6  健康管理（新型コロナ感染症対策）について 

大会 2 週間前からの健康チェックは別紙の健康チェックシートに記入ください。 

○体温および健康状態の登録は、１０月２１日（木）より開始してください。本大会は選手、同行者、トレー

ナーおよびスタッフ等の会場に入場するすべての関係者が、原則としてこの健康を確認します。未実施

や未記入がある場合は棄権になります。 

○接触確認アプリ「COCOA」へ必ず登録してください。登録の有無を当日会場にて確認します。 

（１）受付 

大会当日、受付にてマスク着用の確認、体温測定、健康チェックデータの確認を行います。 

健康チェックの未実施、および体調に次の症状がある場合、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（発熱・咳・咽頭痛・味覚、嗅覚異常などの症状が続いている） 



・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる. 

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への渡航又は

当該在住者との濃厚接触がある場合. 

（2）遵守事項 

①選手、大会関係者共通 

・マスクは各自持参ください。 

・着座については個人のタオルを敷き座ること。 

・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、ソーシャル

ディスタンスは会場の指示（ゾーンコントロール）のもと行ってください 

・飲食は、共用しない 

     ②選手 

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。予選受付時に、 申請書を提出してください 

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） 

③競技中 

      ・選手は、ウォームアップ、アイソレーション、コールゾーンにおいて床に示されたゾーンコントロールに

従って待機、ウォームアップを行う。 

・ウォームアップ前後に手の消毒を行う。 

・マスクの着用においては熱中症に気を付けて、距離を保ち適宜着脱する。 

・選手は、各自マットや椅子の感染防止としてタオルを上において使用する。タオルは選手が用意する。 

・チョークは、液体チョークを推奨する。 

・競技中は、マスクを外して登ることができる。 

上記の事項が遵守いただけない方には，本会場よりご退場いただくこともあります 

7 申込締切日 10 月 2２ 日 (金) 

参加費 ３ ，０ ０ ０ 円（当日徴収）  

申込締切日までに、日本山岳・スポーツクライミング協会の選手登録が必要です。 

（登録料：B登録 1,000円）。 

※選手登録関係文書及び書式は、協会ホームページからダウンロード出来ます。また、登録手続き方

法の詳細についても、右の協会ホームページでご確認ください。http://www.jma-sangaku.or.jp 

申込先：豊川高等学校 佐橋 秀男  TEL(0533)86-4121  

メールアドレス：hideo384papa@yahoo.co.jp   メールにて申し込みください。 

件名には「R３ 高校選抜 SC 選手権県予選申込」としてください 。 

日本山岳・スポーツクライミング協会推薦選手に該当する条件等の詳細については、協会Ｈ Ｐ の 

「第 12 回全国高等学校選抜クライミング選手権大会実施要項」でご確認ください。 

 

 

 



第 12回全国高等学校選抜クライミング選手権大会予選会 申込書 

 

県 

（ふりがな） 

高等学校 

顧問または全国大会出場時の付添職員名 

学校の住所  

〒 

 

 

連絡先    

TEL・FAX 

メールアドレス 

（ふりがな）                      性別（男･女） 

氏 名 

                       

生年月日（   年   月   日）学年 (1・2・3)  

選手登録番号（8 桁） 

 

スポーツ保険の加入 

  あり ・ なし 

ＯＰ 

 

ＲＰ 

（ふりがな）                      性別（男･女） 

氏 名 

                       

生年月日（   年   月   日）学年 (1・2・3)  

選手登録番号（8 桁） 

 

スポーツ保険の加入 

  あり ・ なし 

ＯＰ 

 

ＲＰ 

（ふりがな）                      性別（男･女） 

氏 名 

                       

生年月日（   年   月   日）学年 (1・2・3)  

選手登録番号（8 桁） 

 

スポーツ保険の加入 

  あり ・ なし 

ＯＰ 

 

ＲＰ 

 

当日の参加には、新型コロナウイルス感染症拡散防止に伴う措置として、大会２週間前より「体調管理

チェックシート」の記入及び、大会当日に提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

個⼈持込ロープ 仕様申告書 

 

県名 氏名 

 

ｶﾃｺﾞﾘ  少男 ・少女 ・成男 ・成

女 

      ユース 

 

 

メーカー：  

購⼊時のロープ径（呼び径）： mm 

購⼊時のロープ⻑：                  m 

現在のロープ⻑：                  m 

 

個⼈持込ロープに関する条件（⼤会要項より引⽤）  

・ロープは、シングルで PSC、EN892、UIAA に適合していること。⻑さは 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。 

 ・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  

・外⽪と芯がずれている ・部分的に固くなったり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  

・⻑い墜落や落下係数 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⻑さ 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 

 ・ひどく汚れている ・摩擦による熱や⽕などの熱を受けたことがある 

 ・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                 （国⽴登⼭研修所編 確保理論より） 

※この申告書は、予選の選⼿受付時に提出してください。 ※「現在のロープ⻑」は、「購⼊時のロープ⻑」と同じ

値を記⼊するか、ロープの末端部分の切断等によ り購⼊時よりもロープ⻑が短い場合はおおよその実測値を

記⼊してください。 

 


