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【競技案内・大会参加にあたっての注意事項】

大会要項等：https://www.city.kazo.lg.jp/sports/sports/climb/16380.html

このたびはお申込み頂き、誠にありがとうございます。この参加者案内は、選手及び選手帯同者の
皆さまに大会要項の注意事項を補完するものとなります。大会要項、COVID19感染防止対策を併
せ、必ず大会当日までにご一読をお願いいたします。

○ 大会開催にあたり改めての注意喚起（要項との変更点は赤字で記載しています。ご注意下さい）
んんんんんんん
11月30日現在、政府の緊急事態宣言やまん延防止等防止措置は解除され新型コロナウイルス感染症
の流行は小康状態にあると考えられますが、完全に収束したとは言えない状況です。
参加者および来場者にあたっては引き続き十分な感染症対策に取り組むとともに、大会にて実施す
る感染症対策に厳に従っていただきますようお願いいたします。
いいいいい
また競技会場外においても、皆さまの新型コロナに対する感染防止策を徹底され、特に競技中、競
技の前後に係わらず、大勢での飲食等（蓋付きペットボトル等を除く）は控えていただきたくお願
いします。駐車場には限りがありますが、自家用車等で来場する場合についての乗り合わせは、十
分に留意して下さい。
っっっっっっっｊ
新型コロナウイルス感染防止対をよくお読みの上、下記を受付時に提出して下さい。
https://www.city.kazo.lg.jp/material/files/group/52/cobittaisaku.pdf

・健康チェック表１（受付時の混雑を避けるためあらかじめ記入して提出して下さい）
・健康チェック表２
・個人持込ロープ仕様申告書

○ 持 参 物 ※すべて必須
っつつつつつつｔ
1. 上履き
2. タオル（コールゾーンの共有の椅子に敷いてください）
3. 筆記用具（ボールペン）
4. 不織布マスク（※その他の素材のものは不織布マスクと併せてご利用ください）
5. 手指消毒用アルコール液もしくはジェル
6. 健康チェック表1（記入済みのもの）
7. 健康チェック表2（2週間記入済みのもの）
8. 個人持込ロープ
9. 個人持込ロープ仕様申告書（※リード種目時。記入済みのもの）
10. その他、競技に必要な用具

○ 選手及び同行者の受付
んんんんｎ
選手及び選手同行者の受付に関するスケジュールは下記の通りです。

選⼿受付 ジュニア・エキスパート 7:30 8:00
同⾏者受付 ジュニア・エキスパート 7:30 8:00
ウォームアップ ジュニア 7:30 10:20
ウォームアップ エキスパート 7:30 9:50
競技開始 J・E同時開始 8:30

https://www.city.kazo.lg.jp/sports/sports/climb/16380.html
https://www.city.kazo.lg.jp/material/files/group/52/cobittaisaku.pdf


選⼿受付 ミドル・ビギナー 13:00 13:30
同⾏者受付 ミドル・ビギナー 13:00 13:30
ウォームアップ ミドル 13:00 16:00
ウォームアップ ビギナー 13:00 15:20
競技開始 M・B同時開始 14:00

○受付の流れは以下の通りです。
んんんんんん
※事前に健康チェック表1（本資料最終ページ掲載）および健康チェック表2を記入の上、手
元にご準備ください。
(1) 手指消毒
(2) マスク着用確認
(3) 検温
(4) 健康チェック表1, 2の提出
(5)スターティング・リストとの照合・AD カード発行・個人持込ロープ申告書の提出

【競技の形式】
○予選

んんんんんん

競技は、全員が２ルートをフラッシングで登る形式です。アリーナ待機場所から選手の競技
を見ることが出来ます。したがって、アイソレーション管理は行いませんが、競技順による
ローテーショングループで進行します。競技のデモンストレーション動画は、事前に撮影し
た映像を下記のURLで20：00より公開します。
競技時間は6分間です。40秒の最終オブザベーションは競技時間に含めません。
成績は、２本のルートの個人順位ポイントの相乗平均で総合順位を算出します。

○ 決勝
んん決勝は予選の結果上位５名が進出し、アイソレーション管理の下でオンサイト競技となります。
競技時間は予選と同じく６分間（最終オブザベーションの４０秒は競技時間には含めません）
競技前に、選手紹介の後に、全員でオブザベーションを行います。

開会式・表彰式は行いません。競技終了後、暫定のリザルトを配布いたしますので全員に配布
終了後、概ね5分間を抗議申し立て時間として成績を確定し、各種別毎の表彰者はアナウンスを
いたします。

○予選のフラッシングの動画について

下記のYou Tubeチャンネルで、１９：００より配信いたします。

「SMSCA Climbing CHANNEL」
https://www.youtube.com/channel/UC7cKTmxMQrEgEPXy13K7z5g



○ スターティングリスト

エキスパート
1本⽬ ２本⽬
Noカー
ド ⽒ 名 Noカー

ド ⽒ 名

E-01 ⻑森 晴 E-04 ⽯井 海翔

E-02 ⽯⽥ 奏 E-03 秀間 美⽻

E-03 秀間 美⽻ E-02 ⽯⽥ 奏

E-04 ⽯井 海翔 E-01 ⻑森 晴

E05 伊藤 啓太 E-05 伊藤 啓太

E-06 横⽥ 呼春 E-07 ⼭中 琴美

E-07 ⼭中 琴美 E-06 横⽥ 呼春

ジュニア
1本⽬ ２本⽬
Noカー
ド ⽒ 名 Noカー

ド ⽒ 名

J-01 清⽔ 玲穏 J-08 関 紅葉

J-02 岩崎 真旺 J-07 松本 翔空

J-03 宮本 弦 J-06 阿部 伸哉

J-04 ⼩⽥ 美桜季 J-05 ⻑島 永和

J-05 ⻑島 永和 J-04 ⼩⽥ 美桜季

J-06 阿部 伸哉 J-03 宮本 弦

J-07 松本 翔空 J-02 岩崎 真旺

J-08 関 紅葉 J-01 清⽔ 玲穏

J-09 樫村 ⼣渚 J-16 安本 那⽣

J-10 新藤 虹⼼ J-15 奈良 海空

J-11 嶋⽥ 万俐 J-14 村⼭ 凛乃

J-12 新藤 えれな J-13 新藤 ゆずな

J-13 新藤 ゆずな J-12 新藤 えれな

J-14 村⼭ 凛乃 J-11 嶋⽥ 万俐

J-15 奈良 海空 J-10 新藤 虹⼼

J-16 安本 那⽣ J-09 樫村 ⼣渚

ビギナー
1本⽬ ２本⽬
Noカー
ド ⽒ 名 Noカー

ド ⽒ 名

B-01 ⾼橋 宗太 B-04 野澤 優亜

B-02 都築 明⽇美 B-03 ⽥村 寧凰

B-03 ⽥村 寧凰 B-02 都築 明⽇美

B-04 野澤 優亜 B-01 ⾼橋 宗太

B-05 安⽴ 昌代 B-07 森本 静⾹

B-06 成⽥ 蒼空 B-06 成⽥ 蒼空

B-07 森本 静⾹ B-05 安⽴ 昌代

ミドル
1本⽬ ２本⽬
Noカー
ド ⽒ 名 Noカー

ド ⽒ 名

M-01 稲垣 杏 M-07 阿部 壮吾
M-02 横⼭ 瑞穂 M-06 ⾦⼦ 千優
M-03 横⽥ 温 M-05 酒井 希縫
M-04 児⽮野 志道 M-04 児⽮野 志道
M-05 酒井 希縫 M-03 横⽥ 温
M-06 ⾦⼦ 千優 M-02 横⼭ 瑞穂
M-07 阿部 壮吾 M-01 稲垣 杏
M-08 浦野 煌太 M-15 鈴⽊ 更沙
M-09 ⽥中 銀次郎 M-14 ⼩宮⼭ 勝也
M-10 渡邉 瑞妃 M-13 秀間 羚弥
M-11 ⽥中 雅⼈ M-12 栗原 芽吹
M-12 栗原 芽吹 M-11 ⽥中 雅⼈
M-13 秀間 羚弥 M-10 渡邉 瑞妃
M-14 ⼩宮⼭ 勝也 M-09 ⽥中 銀次郎
M-15 鈴⽊ 更沙 M-08 浦野 煌太



○注意事項

１. 12/3（金）～12/4（土）はルートセット作業のため、出場選手及びその関係者の方は、
競技会場となる加須市民体育館のご利用はご遠慮下さい。

２. ナンバーカードは、背中の中央に貼って下さい。
３.選手が待機する場合のイス等にはスポーツタオル等敷くようにお願いします。
４.競技順等は参加者変更等で当日変更されることもあります。ご留意願います。
５.タイムスケジュールは概ねの目安であり、競技の進行状況によって時間は前後します。
時間の変更は大会当日アナウンス等いたしますが御注意ください。

（帯同者のみなさまへ）
1. マスク着用をお願いします。
2. 対象選手の健康チェックに目を配るようお願いします。
3. 飲食物の共有はお控えください。
4. 手洗い等、考えうる予防対策のご協力をお願いします。
5. 選手同行者は、ウォームアップエリアに入ることはできません。

【会場案内図】

加須市民体育館 スポーツ振興課
〒347-0007 埼玉県加須市下三俣590番地
『加須こいのぼりクライミングウォール』 ℡ 0480-62-6123

（一社）埼玉県山岳・スポーツクライミング協会
競技部（競技委員会・選手強化委員会）
横内 鉄郎
tetsuro.yokouchi@smsca.or.jp
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