
コバトンボルダリングカップ2021
【参加者案内】

コバトンボルダリングカップにエントリーいただきありがとうございます。当
日の受付時間・競技順・注意事項は下記の通りとなります。

【競技順とナンバー】
（エキスパートカップ参加選手_成年女子）
カテゴリー No お名前 フリガナ

E-W 1 坂井絢音 サカイ アヤネ
E-W 2 川端美央 カワバタ ミオ

（エキスパートカップ参加選手_成年男子）
カテゴリー No お名前 フリガナ
E-M 1 白石祥太郎 シライシ ショウタロウ
E-M 2 川口翔真 カワグチ カルマ
E-M 3 渡辺海人 ワタナベ カイト
E-M 4 鶴隼斗 ツル ハヤト
E-M 5 赤羽陸 アカバネ リク
E-M 6 川口翔真 カワグチ カルマ
E-M 7 百合草碧皇 ユリクサ アオ
E-M 8 本間大晴 ホンマ タイセイ
E-M 9 中村颯人 ナカムラ ハヤト

（エキスパートカップ参加選手_少年女子）
カテゴリー No お名前 フリガナ

E-JW 1 大澤苺花 オオサワ イチカ
E-JW 2 小池はな コイケ ハナ
E-JW 3 野部七海 ノベ ナナミ
E-JW 4 山中琴美 やまなか ことみ
E-JW 5 武石初音 タケイシ ハツネ
E-JW 6 横田呼春 ヨコタ コハル

（エキスパートカップ参加選手_少年男子）
カテゴリー No お名前 フリガナ

E-JM 1 久木崎雄輝 クキザキ ユウキ
E-JM 2 譲原大智 ユズリハラ タイチ
E-JM 3 猪鼻碧人 イノハナ リクト
E-JM 4 児矢野志道 コヤノ シドウ
E-JM 5 山田航大 ヤマダ コウダイ
E-JM 6 石井海翔 イシイ カイト
E-JM 7 牧田岳 マキタ ガク
E-JM 8 犬竹那月 イヌタケ ナツキ
E-JM 9 関口駿翔 セキグチ ハヤト
E-JM 10 池原悠太 イケハラ ユウタ
E-JM 11 折田正宗 オリタ マサムネ
E-JM 12 中嶌颯杜 ナカジマ ハヤト



（ジュニアチャレンジカップ参加選手_ユースC）
カテゴリー No お名前 フリガナ
J-C 1 樫村夕渚 カシムラ ユナ
J-C 2 稲垣杏 イナガキ アン
J-C 3 猪鼻美来 イノハナ ミライ
J-C 4 渡邉瑞妃 ワタナベ ミズキ
J-C 5 竹村 欧介 タケムラ オウスケ
J-C 6 長森晴 ナガモリ ハレル
J-C 7 深澤奏貴 フカサワ ソウキ
J-C 8 高橋宗大 タカハシ ソウタ
J-C 9 松浦陽色 マツウラ ヒイロ
J-C 10 岡田琥珀 オカダ コハク
J-C 11 池内雪村 イケウチ ユキムラ
J-C 12 秀間羚弥 ヒデマ レイヤ
J-C 13 浦野煌太 ウラノ コウタ
J-C 14 多ヶ谷遥輝 タガヤ ハルキ

（ジュニアチャレンジカップ参加選手_ユースB）
カテゴリー No お名前 フリガナ
J-B 1 横山瑞穂 ヨコヤマ ミズホ
J-B 2 酒井希縫 サカイ キヌ
J-B 3 秀間美羽 ヒデマ ミウ
J-B 4 金子千優 カネコ チヒロ
J-B 5 牛山由加里 ウシヤマ ユカリ
J-B 6 坂本大 サカモト ダイ
J-B 7 阿部壮吾 アベ ショウゴ
J-B 8 田村寧凰 タムラ ネオ
J-B 9 中山太陽 ナカヤマ タイヨウ
J-B 10 吉内明日夢 ヨシウチ アスム
J-B 11 今井晴登 イマイ ハルト

（ジュニアチャレンジカップ参加選手_ユースD）
カテゴリー No お名前 フリガナ
J-D 1 栗原芽吹 クリハラ メブキ
J-D 2 小田美桜季 オダ ミサキ
J-D 3 石田奏 イシダ ハク
J-D 4 須賀千尋 スガ チヒロ
J-D 5 鈴木更沙 スズキ サラサ
J-D 6 都築明日美 ツヅキ アスミ



【受付時間】各カテゴリーで受付時間が異なりますのでご注意ください。

ジュニアチャレンジカップ （ユースD ）： ８：１０～８：３０まで
ジュニアチャレンジカップ （ユースC女子とユースC女子） ： ８：４０～９：００まで
ジュニアチャレンジカップ （ユースB女子 ）： ９：００～９：２０まで
ジュニアチャレンジカップ （ユースC男子） ： ９：２５～９：４５まで
ジュニアチャレンジカップ （ユースB男子）： １０：１５～１０：３５まで
エキスパートカップ（成年女子と少年女子）１３：１０～１３：３０まで
エキスパートカップ（少年男子）：１３：４０～１４：００まで
エキスパートカップ（成年男子）：１５：００～１５：２０まで

【競技開始時間（目安）】

ジュニアチャレンジカップ（ユースD）９：００～
ジュニアチャレンジカップ（ユースC・ユースB）９：３０～
ジュニアチャレンジカップ（ユースC男子）１０：１５～
ジュニアチャレンジカップ（ユースB）１１：００～
エキスパートカップ（成年女子と少年女子）１４：００～
エキスパートカップ（少年男子）：１４：４０～
エキスパートカップ（成年男子）：１５：５０～

【受付まで】

受付・選手待機エリアをロッククラフト川越と同じビル内３Fに準備いたしましたので、まずは
３Fまでお越し下さい。

【受付】

まずで検温を行います。その後「健康チェック表１」を記入台で記入し、2週間記録した「健康
チェック表２」とともに提出すると、ナンバーカードと参加賞・透明のビニール袋・下足袋をお
渡しします。
ナンバーカードはTシャツ等上衣背面中央にしっかりと貼り付けて下さい。
※競技中に上裸なることを禁止いたします。

【受付の後】

ウォームアップエリアでウォーミングアップをして下さい。その際には、競技順の早い選手を優
先して譲り合いながら行って下さい。

【競技の方法】

（ジュニアチャレンジカップの選手）
競技時間は5分間のベルトコンベア方式となります。
一つのエリアには2課題あります。5分間で２課題の競技とオブザベーションを行う。2課題登り、
5分間のレスト。これを5回繰り返して競技が終了となります。



【競技の方法】

（エキスパートカップの選手）
競技は５分間のローテーションピリオドによるベルトコンベア方式となります。課題数は
５エリア５課題です。
※２つのカテゴリーともに、競技中はご自身でクリーニングを行って下さい。
【競技終了後】
表彰式等は行いませんので、競技が終了した選手は、速やかに競技会場からご退出下さい。
何卒ご協力お願いいたします。
リザルトは、ロッククラフト川越Twitter・SMSCAウエブサイトにて発表いたします。
また、表彰状・各カテゴリー１位の選手には副賞も準備をしておりますが、ご自宅に郵送
いたします。

【競技終了後】

表彰式等は行いませんので、競技が終了した選手は、速やかに競技会場からご退出下さい。
何卒ご協力お願いいたします。
リザルトは、ロッククラフト川越Twitter・SMSCAウエブサイトにて発表いたします。
また、表彰状・各カテゴリー１位の選手には副賞も準備をしておりますが、ご自宅に郵送
いたします。

【注意事項】
・スポーツタオル・待機エリアでのレジャーシート等はお持ち下さい。
選手待機エリアにお渡ししたビニール袋に荷物を入れて置いておくことは可能ですが、盗難等
の責任は負いかねますので、貴重品等はご自身でしっかり管理して下さい。

・室内履きをお持ち下さい。
ロッククラフト川越内は土足禁止です。下足袋に入れご自身で管理して下さい。

・新型コロナウィルスまん延防止のため
健康チェック表等を提出出来ない選手は出場出来ません。また健康チェック期間中に検温で
37.5度以上の選手・当日に体調がすぐれない等の体調に自信がない場合、今回の参加は見合わ
せて下さいますようお願いとともに、ご協力をお願いいたします。
また、競技待機中・競技中にかかわらず、お互いのフィジカルディスタンスを保ち、スポーツ
の根幹となるフェアプレイを心がけて下さい。

皆さんは、埼玉県を代表する選手です。どうかその自覚をお持ちになって、コバトンボルダリ
ングカップに参加していただきますようお願いいたします。

・お車でお越しの方
ロッククラフト川越Twitterに有料駐車場等案内がありますのでをチェックをお願いします。

ロッククラフト川越Twitter
（公式掲示板）
https://twitter.com/RC_Kawagoe


