
  ⼀般社団法⼈ 埼⽟県⼭岳・スポーツクライミング協会  

 

                 ⼤ 会 要 項 

スポーツクライミング第 14 回コバトンボルダリングカップ 

午前の部  ジュニアチャレンジカップ 
午後の部  エキスパートカップ 

競技種⽬   ボルダリング 
期 ⽇   令和 3 年（2021 年）4 ⽉ 10 ⽇（⼟）  

ジュニアチャレンジカップ    競技開始  9：00−終了13：00（終了予定） 
                 エキスパートカップ          競技開始14：00−終了17：30（終了予定） 

主 催   （⼀社）埼⽟県⼭岳・スポーツクライミング協会（SMSCA） 
共 催    埼⽟県、埼⽟県教育委員会、（公財）埼⽟県スポーツ協会 
主 管      SMSCA 競技部（競技委員会・選⼿強化委員会） 
後 援      ロッククラフト川越 
運営協⼒     埼⽟県⾼等学校体育連盟登⼭専⾨部  

 
会  場   ロッククラフト川越 

住所 〒350-1122 川越市脇⽥町32-3 三豊ゴム川越ビル1F 
TEL＆FAX   049-226-1426 

競技⽅式  5 から10 課題のベルトコンベア⽅式で順位を決定する（予選・決勝⽅式ではありません）。 
競技カテゴリー：エキスパート（成年・少年）、ユース（ユースB、ユースC、ユースD） 
競技規則  JMSCA スポーツクライミング競技規則に準ずるローカルルールにより⾏う。 
参加資格 エキスパートカップ：埼⽟県に在住し2021 年4 ⽉1 ⽇現在、次の年齢基準に該当する選⼿ 
          成年：18 歳以上の選⼿ 
          少年：14 歳（中学3 年⽣）以上〜18 歳未満 
      ジュニアカップ：埼⽟県に在住し、2021 年において以下の年齢別カテゴリーの選⼿ 
                    ユースB：14 歳または15 歳 

ユースC：12 歳または13 歳 
                    ユースD：10 歳または11 歳 
     ※ 国体代表選考会であるエキスパートカップはJMSCA2021 年度の選⼿登録（B 以上）が必要とな

ります。 
 

選    考  エキスパートカップ： 第76 回三重とこわか国体の埼⽟県代表候補として、また今年度に選考が必要
な※上位⼤会がある場合の本県代表候補選⼿として考慮する。 

          ジュニアカップ：    本カテゴリーは、今年度に選考が必要な※上位の⼤会がある場合、候補選⼿ 
として考慮する。 

            ※社会情勢等により、関東⼩中学⽣クライミング選⼿権⼤会埼⽟県予選会を⾏わなかった場合の 
本戦（群⾺県開催予定）への選考も考慮します 

※両カテゴリーともに2021 年度SMSCA 強化選⼿・ジュニア強化選⼿の選考の為の⼤会です。 
※4 ⽉公開予定の2021 年度SMSCA 選⼿選考基準を参照して下さい。 

参加定員  各カテゴリー25 名※ 
※2020 年度SMSCA 強化・ジュニア強化選⼿の申込を優先する。 
（SMSCA 強化・ジュニア強化選⼿ エキスパートカテゴリー：16 名 ジュニアカテゴリー：13
名）    ※ https://www.smsca.or.jp/1896/ 

                                                                                                                 
表    彰  ・エキスパートカップの成年・少年の男⼥別それぞれのカテゴリーで1 位から3 位の選⼿ 

（第34 回 県⺠総合スポーツ⼤会） 

 

 



 
・ジュニアカップの、ユースB,C,D の男⼥別それぞれのカテゴリーで1 位から3 位の選⼿ 

以上の選⼿には賞状を授与し、それぞれのカテゴリーで1 位の選⼿には副賞を授与する。 
           ※開会式・表彰式等は⾏わない。 
参加費⽤   4,500 円  
申込⽅法  専⽤エントリーフォームによる 
         パソコン⽤：https://ws.formzu.net/fgen/S5111847/ 
           スマートフォン⽤：https://ws.formzu.net/sfgen/S5111847/ 
申込期間  開始：2021 年3 ⽉10 ⽇（⽔）    締切：3 ⽉26 ⽇（⾦）※開始前の申込は無効となります。ただ

し、申込が定員以上の場合は、申込書記載の実績等を考慮し、書類選考の上本⼈に通知をする。 
⽀払⽅法  2021 年4 ⽉5 ⽇までに⼝座振込 
     ※2020 年度SMSCA 強化・ジュニア強化選⼿以外の申込者は、上記「申込受付通知」後に振り込み 
      をお願いします。 
振込⼝座  【銀⾏名】ゆうちょ銀⾏【店名】〇三⼋（ゼロサンハチ）【店番】038【預⾦種⽬】普通預⾦ 
          【⼝座番号】8216035 【⼝座名】⼀般社団法⼈ 埼⽟県⼭岳・スポーツクライミング協会（イッパン

シャダンホウジン サイタマケンサンガクスポーツクライミングキョウカイ） 
            ※振込⼿数料は各⾃ご負担ください。 
⼤会役員   ⼤会会⻑  ⽯倉 昭⼀（SMSCA 会⻑）⼤会実⾏委員⻑   横内 鉄郎 
           ⼤会競技委員⻑  鈴⽊ 宏昭 
           ルートセッター  波⽥ 悠貴、佐々⽊ 正明、他 
注意事項  

①（公社）⽇本⼭岳・スポーツクライミング協会（JMSCA）が主催する⼤会への出場には【選⼿登
録】が必要となります。選⼿登録及び登録の⼿続きは、JMSCA のホームページを参照してくだ
さい。 

②  ⼤会準備作業のため、参加選⼿は⼤会前⽇（4/9 ⾦）のロッククラフト川越のご利⽤はご遠慮く
ださい 

③  参加選⼿の傷害保険は主催者側で付保しますが、競技中の事故に起因する傷害以外のその他の疾
病等に対しては責任を負い兼ねますのでご了承ください。 

④  ⼤会期間中の肖像権は主催者にあるものとします。 
⑤  競技会当⽇に荒天、災害が発⽣し、選⼿の安全が確保できないと判断したときは競技を中断、中
⽌する場合があります。 

⑥  申込後の選⼿変更及び参加費⽤⼊⾦後の返⾦はいたしません。キャンセルをされる場合は、ロッ
ククラフト川越（樋⼭）TEL049-226-1426 までご連絡ください。 

新型コロナウイルスの感染防⽌対策について 
          （１）健康管理について 

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
前より体温測定、咳、咽頭痛、倦怠感の有無など※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）選⼿の受付について 

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。  
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  

（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。 
⼤声を出すことなく、⾝体的距離の確保に努めてください。  

（４）マスクの着⽤  
マスクは、予備も含め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）公式掲⽰板 



 
今⼤会は競技順、成績等を掲⽰する公式掲⽰板は会場内に設置しません。代替措置として 

リザルトの配布及びロッククラフト川越SNS（twitter） 
URL：https://twitter.com/RC_Kawagoe 

SMSCAホームページに掲⽰いたします。 
             URL：https//smsca.or.jp 
          （５）その他の感染防⽌対策 

・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。 

        ・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。 

    ・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スポーツタオルを敷 
いてください。スポーツタオル(最⼩ 150cm×70cm)は各⾃持参ください 

・荷物の移動等は選⼿⾃⾝で⾏ってください。 
・チョークは、液体チョークを推奨します。 

                  ・選⼿が所属している学校・職場における、当該⽣徒の学級閉鎖、学年閉鎖、臨時休校、職場
の閉鎖の期間中は参加を⾒合わせてください。 

・埼⽟県LINE コロナお知らせシステム及び新型コロナウイルス接触確認アプリ（COCOA）
を活⽤いただきますようご理解・ご協⼒お願いいたします。  

           https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/line_corona-oshirase_top.html  
        

※ 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。 
 

個⼈情報の取扱いについて 
主催者は、個⼈情報の重要性を認識し、個⼈情報の保護に関する法令等を遵守し個⼈情報を取り扱
います。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 

● 問い合せ先： 
〒350-1122  埼⽟県川越市脇⽥町32-3 三豊ビル1F 
             ロッククラフト川越   マネージャー  樋⼭  徳彦 
Tel/Fax : 049-226-1426 
Mail ： info@rockcraftkawagoe.com 

会   場  ロッククラフト川越  （https://rockcraft.jp/） 
≪営業時間≫ 

                                                         平⽇   １３：００〜２２：３０ 
                                                         ⼟⽇祝⽇  ９：３０〜２０：００ 
                                                         定休⽇  ⽕曜⽇ 

【電⾞でお越しの場合】 
『ＪＲ・東武 川越駅』『東武 川越市駅』『⻄武  

本川越駅』の３駅どこからでも徒歩５分程度です。 
                                                        【お⾞でお越しの場合】 
                             専⽤の駐⾞場はございません。近隣に多数のコイ

ンパーキングがございますので、そちらをご利⽤
下さい（\1,000/⽇）。 

                            【問合せ】 
                             〒350-1122 川越市脇⽥町32-3 三豊ゴム川越ビ

ル  ロッククラフト川越 樋⼭ 徳彦 
Tel/Fax : 049-226-1426     
Mail ： info@rockcraftkawagoe.com  



 
【 QRコード 】 
エントリーフォーム 

パソコン⽤                              スマートフォン⽤ 

                                   
   
公式掲⽰板 
ロッククラフト川越 twitter                           SMSCA ウエブサイト 

                             


