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○６月１日（金）

11:30～12:30 【競技役員受付】 能楽の里文化交流会館ホール

13:00～13:50 【開会式・全体会議】 能楽の里文化交流会館ホール

＜出 席 者＞ 31名

①正副競技会長 3名 ②正副競技委員長 3名

③中央・県内総務委員 7名 ④正副審判長 3名

⑤主任審判員 2名 ⑥正副競技部長 3名

⑦正副総務部長 3名 ⑧正副輸送宿泊部長 2名

⑨池田町実行委員会 3名 2名

１． 開会　　司会 総務部長 中村隆喜

２． 挨拶

（１） 会長 八木原圀明

（２） 競技委員長 村岡正己

（３）福井県山岳連盟 会長 牧野治生

（４） 池田町長 杉本博文

３． 競技役員紹介 総務部長 中村隆喜

大会実施本部紹介

４． 国体山岳競技進捗状況

（１）審判方針について 審判長 松田龍彦

（２）施設概要について 副審判長 渋谷好司

５． 日程説明 総務部長 中村隆喜

６． 閉式　　司会 総務部長 中村隆喜

７． 諸連絡 総務部他

14:00～14:20 【実施本部開所式】 池田中学校体育館2Ｆ競技会本部

＜出 席 者＞ 31名

①正副競技会長 3名 ②正副競技委員長 3名

③中央・県内総務委員 7名 ④正副審判長 3名

⑤主任審判員 2名 ⑥正副競技部長 3名

⑦正副総務部長 3名 ⑧正副輸送宿泊部長 2名

⑨池田町実行委員会 3名 2名

１． 開会　　司会 総務部長 中村隆喜

２． 挨拶

（１） 会長 八木原圀明

（２）福井県山岳連盟 会長 牧野治生

（３）池田町実行委員会 副町長 溝口　淳

３． 大会実施に関する諸事項

（１）競技について 競技委員長 村岡正己

（２）審査について 審判長 松田龍彦

４． 閉式　　司会 総務部長 中村隆喜

５． 諸連絡

1

１．　競技日程・諸会議

福井しあわせ元気国体山岳競技第２回基準会議

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

池田町実行委員会会長

⑨全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会

⑨全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会



14:00～17:00 【運営研修】 （各競技会場）

＜出 席 者＞ 全競技役員約200名 競技補助員65名　１４：００集合

１． 受付業務研修

２． 選手動線確認

３． 機器・器具操作研修

４． 審査、集計業務研修

５． その他大会運営に必要な研修

競技補助員40名　17：00解散

17:45～18:40 【トロフィー返還式、代表者会議、実施本部終礼】

農村ｄｅ合宿キャンプセンター

＜出 席 者＞ 31名

①正副競技会長 3名 ②正副競技委員長 3名

③中央・県内総務委員 7名 ④正副審判長 3名

⑤主任審判員 2名 ⑥正副競技部長 3名

⑦正副総務部長 3名 ⑧正副輸送宿泊部長 2名

⑨池田町実行委員会 3名 2名

トロフィー返還式

開会　　司会 総務部長 中村隆喜

１． 開始通告

副会長 伊藤克己

２． 挨拶

会長 八木原圀明

３． 閉式通告

福井県山岳連盟 会長 牧野治生

３． 閉式　　司会 総務部長 中村隆喜

代表者会議

１． 開会　　司会 総務部長 中村隆喜

２． 挨拶

（１） 池田町長 杉本博文

（２） 競技委員長 村岡正己

（３） 審判長　　　　　　原　勇人松田龍彦

３． 出席者紹介 司会 総務部長 中村隆喜

４． 議事

（１）競技運営について 全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会　会長　水村信二

（２）競技審査について 審判長　　　　　　原　勇人松田龍彦

（３）各競技について

Ｌ主任審判員 中村　正

Ｂ主任審判員 畑中　渉

５． 質疑応答

６． 閉会 競技副委員長 西原斗司男

７． 諸連絡

実施本部終礼

１． 開会　　司会 総務部長 中村隆喜

２． 挨拶 副会長 伊藤克己

競技委員長 村岡正己

審判長　　　　　　原　勇人松田龍彦

３． 閉会 総務部長 中村隆喜

４． 諸連絡
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日本山岳･スポーツクライミング協会

池田町実行委員会会長

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

⑨全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会



○６月２日（土）

7:00～7:10 【実施本部朝礼】 池田中学校体育館2Ｆ競技会本部

＜出 席 者＞ 27名

①正副競技会長 3名 ②正副競技委員長 3名

③中央・県内総務委員 7名 ④正副審判長 3名

⑤主任審判員 2名 ⑥競技部長 1名

⑦総務部長 1名 ⑧正副輸送宿泊部長 2名

⑨池田町実行委員会 3名 2名

１． 開会　　司会 総務部長 中村隆喜

２． 挨拶 会長 八木原圀明

３． 大会実施に関する諸連絡

４． 閉式　　司会 総務部長 中村隆喜

7:20～7:40 【競技会開会式】 池田町特設会場ボルダリング競技場

＜出 席 者＞ 31名

①正副競技会長 3名 ②正副競技委員長 3名

③中央・県内総務委員 7名 ④正副審判長 3名

⑤主任審判員 2名 ⑥正副競技部長 3名

⑦正副総務部長 3名 ⑧正副輸送宿泊部長 2名

⑨池田町実行委員会 3名 2名

１． 開会　　司会 池田町

２． 挨拶

（１） 会長 八木原圀明

（２）池田町実行委員会会長 池田町長 杉本博文

（３） 会長 水村信二

（４）福井県山岳連盟 会長 牧野治生

３． 閉式　　司会 総務部長 中村隆喜

４． 諸連絡

池田町特設会場

7:40～8:00 ： 受付

：

： 参加選手数未定のため日程等未定！

：

※ 競技進行はＰ　　の「競技日程」参照

： 【表彰式】詳細はＰ　　

7:40～8:00 ： 受付

：

： 参加選手数未定のため日程等未定！

：

※ 競技進行はＰ　　の「競技日程」参照

： 【表彰式】詳細はＰ

【実施本部終礼】 池田中学校体育館2Ｆ競技会本部

＜出 席 者＞ 30名

①正副競技会長 3名 ②正副競技委員長 3名

③中央・県内総務委員 7名 ④正副審判長 3名

⑤主任審判員 2名 ⑥正副競技部長 3名

⑦正副総務部長 3名 ⑧正副輸送宿泊部長 2名

⑨池田町実行委員会 2名 2名

１． 開会　　司会 総務部長 中村隆喜

２． 挨拶 会長 八木原圀明

３． 大会実施に関する諸連絡

４． 閉式　　司会 総務部長 中村隆喜
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⑨全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会

⑨全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会

⑨全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会

男子（１部、２部）ボルダリング

女子（１部、２部）リード

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

全日本大学スポーツクライミング協会

一日目競技会

日本山岳･スポーツクライミング協会



○６月３日（日）

7:00～7:10 【実施本部朝礼】 池田中学校体育館2Ｆ競技会本部

＜出 席 者＞ 26名

①正副競技会長 3名 ②正副競技委員長 3名

③中央・県内総務委員 7名 ④正副審判長 3名

⑤主任審判員 2名 ⑥競技部長 1名

⑦総務部長 1名 ⑧正副輸送宿泊部長 2名

⑨池田町実行委員会 2名 2名

１． 開会　　司会 総務部長 中村隆喜

２． 挨拶 会長 八木原圀明

３． 大会実施に関する諸連絡

４． 閉式　　司会 総務部長 中村隆喜

池田町特設会場

7:30～7:50 ： 受付

：

： 参加選手数未定のため日程等未定！

：

※ 競技進行はＰ　　　の「競技日程」参照

： 【表彰式】詳細はＰ

7:20～7:40 ： 受付

：

： 参加選手数未定のため日程等未定！

：

※ 競技進行はＰ　　の「競技日程」参照

： 【表彰式】詳細はＰ

【総合表彰式・閉会式・競技役員解団式並びに実施本部閉所式】

＜出 席 者＞ 31名

①正副競技会長 3名 ②正副競技委員長 3名

③中央・県内総務委員 7名 ④正副審判長 3名

⑤主任審判員 2名 ⑥正副競技部長 3名

⑦正副総務部長 3名 ⑧正副輸送宿泊部長 2名

⑨池田町実行委員会 3名 2名

総合表彰式・閉会式

１． 開会　　司会 池田町

２． 大会総括（総評）

(1)競技全般について 競技委員長 村岡正己

(2)競技審判について 審判長 松田龍彦

３． 表彰

成績発表 審判長 松田龍彦

表彰授与 会長 八木原圀明

４． 挨拶

（１） 会長 八木原圀明

（２）池田町実行委員会会長 池田町長 杉本博文

（３） 会長 水村信二

（４）福井県山岳連盟 会長 牧野治生

５． 次期開催地代表挨拶 茨城県

６． 閉会宣言 競技副委員長 西原斗司男

７． 閉会　　司会 総務部長 中村隆喜

８． 諸連絡 総務部他

競技役員解団式並びに実施本部閉所式

１． 開会　　司会 総務部長 中村隆喜

２． 挨拶

（１） 会長 八木原圀明

（２） 池田町長 杉本博文

（３） 会長 牧野治生

３． 閉式　　司会 総務部長 中村隆喜
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男子（１部、２部）リード

女子（１部、２部）ボルダリング

⑨全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会

⑨全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会

池田町実行委員会会長

福井県山岳連盟

日本山岳･スポーツクライミング協会

日本山岳･スポーツクライミング協会

全競技役員及び池田町実行委員会

日本山岳･スポーツクライミング協会

全日本大学スポーツクライミング協会

二日目競技会



３．競技役員組織図
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審判員 競技委員

主任審判員

リード競技 中村　正 中央

ボルダリング競技 畑中　渉 中央

輸送宿泊部長 白井秀男 県内

総務部長 中村隆喜 県内

競技部長 上木真吾 県内

運営役員 渋谷好司 県内 山岸忠儀 県内
副審判長

山本和幸 中央 山本和幸 中央

佐々木伸治 土屋正昭

総合成績計算員

審判長 松田龍彦 中央 土屋正昭 中央

山口正幸（池田町）

池田町実行委員会

県内総務委員 中央総務委員

山本利幸 森　庄一

山田安泰 小山勝稔

競技委員長 村岡　正巳 中央

競技副委員長
西原斗司男 中央

門前秀文 県内

全日本大学スポーツク
ライミング協会会長

水村信二 中央

競
技
会
役
員

中央
全日本大学スポーツク

ライミング協会理事
大沼広夢

池田町実行委員会会長
池田町長　杉本博文

競技会会長 八木原圀明 中央

競技会副会長
伊藤克己 中央

牧野治生 県内



４　競技役員（中央）

種別 池田町

1 会長 本 中央 八木原圀明 やぎはら　くにあき 日山協

2 副会長 本 中央 伊藤克己 いとう　かつみ 日山協

3 競技委員長 本 中央 村岡正巳 むらおか　まさみ 日山協

4 競技副委員長 本 中央 西原斗司男 にしはら　としお 日山協

5 中央総務委員(兼成績計算) 本 中央 土屋正昭 つちや　まさあき 日山協

6 中央総務委員 本 中央 森　庄一 もり　しょういち 日山協

7 中央総務委員 本 中央 小山勝稔 おやま　かつとし 日山協

8 全日本大学スポーツクライミング協会会長 本 中央 水村信二 みずむら　しんじ 大学

9 全日本大学スポーツクライミング協会理事 本 中央 大沼広夢 おおぬま　ひろむ 大学

審判統括 10 審判長 審 中央 松田龍彦 まつだたつひこ 日山協

審判統括 11 副審判長(兼成績計算) 審 中央 山本和幸 やまもと　かずゆき 日山協

Ｌ 12 Ｌ主任審判員 審 中央 中村　正 なかむら　ただし 日山協

Ｂ 13 Ｂ主任審判員 審 中央 畑中　渉 はたなか　わたる 日山協

14 Lチーフルートセッター 競 中央 伊藤　剛史 いとう　たけし 日山協

15 Lルートセッター 競 中央 日山協

16 Lルートセッター 競 中央 日山協

17 Lルートセッター 競 中央 日山協

18 Lルートセッター 競 中央 日山協

19 Bチーフルートセッター 競 中央 徳永 一也 とくなが　かずや 日山協

20 Bルートセッター 競 中央 日山協

21 Bルートセッター 競 中央 日山協

22 Bルートセッター 競 中央 日山協
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５．競技役員（後催県・県内）
※　〇はチーフ等

連番 役　職 派遣区分 氏名 所属山岳会

1 競技会副会長 県内 牧野治生 福井山岳会

2 競技副委員長 県内 門前秀文 高体連

3 副審判長 県内 渋谷好司 福井山岳会

4 Ｌ副主任審判員 後催県 茨城県

5 Ｂ副主任審判員 後催県 茨城県

6 Ｌ副主任審判員 県内 佐伯和真 ＡＳＣＡ

7 Ｂ副主任審判員 県内 桝田靖憲 県庁山岳部

8 Ｌ審判員 後催県 鹿児島県

9 Ｂ審判員 後催県 鹿児島県

10 Ｌ審判員 県内 定友優昇 ＡＳＣＡ

11 Ｌ審判員 県内 坂東美紀 ＡＳＣＡ

12 Ｌ審判員 県内 舘田　寛 ＡＳＣＡ

13 Ｌ審判員 県内 池田悦子 ＡＳＣＡ

14 Ｂ審判員　 県内 ○西川義則 ＡＳＣＡ

15 Ｂ審判員　 県内 水野睦子 ＡＳＣＡ

16 Ｂ審判員　 県内 西原相春 ＡＳＣＡ

17 Ｂ審判員　 県内 水本光彦 福井山岳会

18 Ｂ審判員　 県内 浅野浩明 県庁山岳部

19 Ｂ審判員　 県内 山川富数 福井登高会

20 Ｂ審判員　 県内 増田敦士 県庁山岳部

21 Ｂ審判員　 県内 山崎郁代 ＡＳＣＡ

22 Ｂ審判員　 県内 青木沢幸 福井山岳会

23 主任ビレーヤー 県内 ○岡島和夫 ＡＳＣＡ

24 ビレーヤー② 県内 宮川宜朗 ＡＳＣＡ

25 ビレーヤー③ 県内 直井珠代 ＡＳＣＡ

26 ビレーヤー④ 県内 野村真弓 ＡＳＣＡ

27 ビレーヤー⑤ 県内 斉藤朋哉 ＡＳＣＡ

28 ビレーヤー⑥ 県内 藤澤要樹 ＡＳＣＡ

29 ビレーヤー⑦ 県内 山内浩二 ＡＳＣＡ

30 ビレーヤー⑧ 県内 水野直輝 ＡＳＣＡ

31 ビレーヤー⑨ 県内 坂東知範 ＡＳＣＡ

32 ビレーヤー⑩ 県内 荒木辰雄 ＡＳＣＡ

33 ビレーヤー⑪ 県内 石橋昌之 ＡＳＣＡ

34 ビレーヤー⑫ 県内 川崎哲也 ＡＳＣＡ

35 ビレーヤー⑬ 県内 庭　佳之 ＡＳＣＡ

36 ビレーヤー⑭ 県内 中原　忍 ＡＳＣＡ

担当

本部役員

審判員

本部

競技部

審判員

行動役員
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連番 役　職 派遣区分 氏名 所属山岳会

37 計測・ﾀｲﾏｰ(L)１ 県内 〇市村拓也 ＡＳＣＡ

38 計測・ﾀｲﾏｰ(L)２ 県内 花村美貴子 ＡＳＣＡ

39 計測・ﾀｲﾏｰ(L)３ 県内 佐藤喜義 福井登高会

40 計測・ﾀｲﾏｰ(L)４ 県内 山内孝一 福井登高会

41 計測・ﾀｲﾏｰ(L)５ 県内 中村隆幸 福井登高会

42 計測・ﾀｲﾏｰ(L)６ 県内 小野寺和彦 福井登高会

43 計測・ﾀｲﾏｰ(B)１　 県内 〇三田村能久 福井山岳会

44 計測・ﾀｲﾏｰ(B)２　 県内 松田豊治 県庁山岳部

45 計測・ﾀｲﾏｰ(B)３　 県内 山崎大佑 県庁山岳部

46 競技部　部長 県内 上木真吾 ＡＳＣＡ

47 副部長（L） 県内 吉村匡弘 ＡＳＣＡ

48 副部長（B） 県内 菅原桂一郎 県庁山岳部

49 監視・誘導（L) 県内 〇戸田智幸 ＡＳＣＡ

50 監視・誘導（L) 県内 大森康史 ＡＳＣＡ

51 監視・誘導（Ｂ) 県内 ○坂井敬子 ＡＳＣＡ

52 監視・誘導（Ｂ) 県内 林佳寿実　 福井山岳会

53 監視・誘導（Ｂ) 県内 酒井　隆 福井山岳会

54 コールゾーン（L) 県内 〇赤澤智弘 ＡＳＣＡ

55 コールゾーン（L) 県内 勝木史浩 ＡＳＣＡ

56 コールゾーン（Ｂ) 県内 ○安岡美智子 ＡＳＣＡ

57 コールゾーン（Ｂ) 県内 小林順子 福井山岳会

58 コールゾーン（Ｂ) 県内 戸田　隆 福井山岳会

59 コールゾーン（Ｂ) 県内 岡田英雄 福井山岳会

60 アイソレーション（Ｌ） 県内 〇角谷法英 ＡＳＣＡ

61 アイソレーション（Ｌ） 県内 山田芳輝 ＡＳＣＡ

62 アイソレーション（Ｌ） 県内 青柳康嗣 ＡＳＣＡ

63 アイソレーション（Ｌ） 県内 谷口尚謙 ＡＳＣＡ

64 アイソレーション（Ｌ） 県内 齊藤弘明 ＡＳＣＡ

65 アイソレーション（Ｂ） 県内 〇栃木源之 福井山岳会

66 アイソレーション（Ｂ） 県内 大道由美 福井山岳会

67 アイソレーション（Ｂ） 県内 早川博信 福井山岳会

68 公式記録(Ｌ) 県内 〇中山佳丈 ＡＳＣＡ

69 公式記録(Ｌ) 県内 野村敬一 ＡＳＣＡ

70 公式記録(Ｌ） 県内 重房みゆき ＡＳＣＡ

71 公式記録(Ｌ） 県内 中山智絵 ＡＳＣＡ

72 公式記録(Ｌ） 県内 坂井茂敏 勝山山岳会

73 公式記録(Ｌ） 県内 鳥山新樹 勝山山岳会

74 公式記録(Ｌ） 県内 壷内佑輔 勝山山岳会

75 公式記録(Ｂ) 県内 〇大濃孝尚 丸岡山の会

76 公式記録(Ｂ) 県内 加藤孝佳 丸岡山の会

77 公式記録(Ｂ) 県内 水上幸彦 丸岡山の会

78 公式記録(Ｂ） 県内 今川史基 丸岡山の会

79 成績入力・集計（L） 県内 〇柿木正雄 北電山岳部

80 成績入力・集計（L） 県内 笠原信一 北電山岳部

81 成績入力・集計（Ｂ） 県内 ○辻　千秋 県庁山岳部

82 成績入力・集計（Ｂ） 県内 鰐淵慎吾 県庁山岳部

総務部 83 総合成績（総務部） 県内 山岸忠儀 武生山岳会

競技部
運営役員

担当

競技部行動役員
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連番 役　職 派遣区分 氏名 所属山岳会

84 成績掲示（L） 県内 ○東方嘉浩 大野親岳会

85 成績掲示（L） 玉井　淳 高体連

86 成績掲示（L） 木下　博 大野親岳会

87 成績掲示（L） 後川ちづ子 大野親岳会

88 成績掲示（L） 石橋加代子 大野親岳会

89 成績掲示（L） 大清水清美 大野親岳会

90 成績掲示（L） 水元敏博 大野親岳会

91 成績掲示（B） 県内 ○梅田靖博 県庁山岳部

92 成績掲示（B） 工藤暉彰 福井山岳会

93 県名表示（L） 県内 ○青山孝之 高体連

94 県名表示（B） 県内 ○吉田美加子 丸岡山の会

95 県名表示（B） 加藤淳子 丸岡山の会

96 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 県内 〇宮前庄三 若越山友会

97 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 谷口康治 高体連

98 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 杉本正則 若越山友会

99 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 赤澤徳明 若越山友会

100 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 水島正信 鯖江山岳会

101 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 木水継一郎 鯖江山岳会

102 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 斉藤次雄 鯖江山岳会

103 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 宮前正男 鯖江山岳会

104 荷物運搬／競技終了選手誘導（L） 県内 三原まち子 鯖江山岳会

105 荷物運搬／競技終了選手誘導（Ｂ） 県内 ○野村健一 安居山歩会

106 荷物運搬／競技終了選手誘導（Ｂ） 椎名絹江 丸岡山の会

107 荷物運搬／競技終了選手誘導（Ｂ） 木川芳春 丸岡山の会

108 荷物運搬／競技終了選手誘導（Ｂ） 長良宣俊 丸岡山の会

109 荷物運搬／競技終了選手誘導（Ｂ） 県内 山本　勇 丸岡山の会

110 進行アナウンス（L） 県内 〇北市麻希 ＡＳＣＡ

111 進行アナウンス（L） 県内 木津円か ＡＳＣＡ

112 音響（L） 畠中亮太 ＡＳＣＡ

113 進行アナウンス（B）　 県内 〇田中裕子 県庁山岳部

114 進行アナウンス（B）　 県内 五十嵐愛美 県庁山岳部

115 音響（Ｂ） ○山口　誠 県庁山岳部

116 県内総務委員１ 県内 〇山本利幸 福井登高会

117 県内総務委員２ 県内 山田安泰 勝山山岳会

118 県内総務委員３ 県内 佐々木伸治 大野親岳会

119 県内総務委員４ 県内 〇山口正幸 池田町実行委

120 総務部　部長 県内 中村隆喜 武生山岳会

121 副部長 県内 道林卓恵 県庁山岳部

122 副部長 県内 戸庭隆之 県庁山岳部

123 経理 県内 〇鹿内千恵子 大野親岳会

124 経理 県内 舩田洋子 日本山岳会

125 経理 県内 亀田友紀 日本山岳会

126 通信 県内 〇矢島賢治 武生山岳会

127 通信 県内 田路繁男 日本山岳会

128 通信 県内 長谷川直司 日本山岳会

129 通信 県内 岡本三喜男 日本山岳会

130 通信 県内 長谷川久美子 日本山岳会

運営役員 総務部

担当

運営役員 競技部
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連番 役　職 派遣区分 氏名 所属山岳会

131 記録写真／ビデオ 県内 川畑和夫 武生山岳会

132 記録写真／ビデオ 県内 竹本　泉 武生山岳会

133 選手監督、役員受付と総合案内 県内 〇細川亮治 くろゆりクラブ

134 選手監督、役員受付と総合案内 県内 藤本外史 くろゆりクラブ

135 選手監督、役員受付と総合案内 県内 坂井則子 くろゆりクラブ

136 選手監督、役員受付と総合案内 県内 高野弘子 くろゆりクラブ

137 選手監督、役員受付と総合案内 県内 中野比佐子 くろゆりクラブ

138 選手監督、役員受付と総合案内 県内 前田信一 くろゆりクラブ

139 選手監督、役員受付と総合案内 県内 大門　優 くろゆりクラブ

140 選手監督、役員受付と総合案内 県内 石山吉子 くろゆりクラブ

141 選手監督、役員受付と総合案内 県内 川端和治 くろゆりクラブ

142 競技受付係　リード競技 県内 〇宮川正敏 敦賀山の会

143 競技受付係　リード競技 県内 戸嶋辰夫 敦賀山の会

144 競技受付係　リード競技 県内 藤木　保 敦賀山の会

145 競技受付係　リード競技 県内 安田美代子 敦賀山の会

146 競技受付係　リード競技 県内 鷲田　毅 敦賀山の会

147 競技受付係　リード競技 県内 角谷幸一 敦賀山の会

148 競技受付係　リード競技 県内 佐々木稔 敦賀山の会

149 競技受付係　リード競技 県内 佐竹聖恵 敦賀山の会

150 競技受付係　ボルダリング競技 県内 ○雲竜常宗 県庁山岳部

151 競技受付係　ボルダリング競技 県内 上嶋明子 県庁山岳部

152 競技受付係　ボルダリング競技 県内 吉村宏樹 県庁山岳部

153 競技受付係　ボルダリング競技 県内 〇古谷良治 小浜山の会

154 競技受付係　ボルダリング競技 県内 永谷伸比古 小浜山の会

155 競技受付係　ボルダリング競技 県内 田中保彦 小浜山の会

156 競技受付係　ボルダリング競技 県内 木本　茂 小浜山の会

157 競技受付係　ボルダリング競技 県内 井上幸一 小浜山の会

158 競技受付係　ボルダリング競技 県内 竹原正雄 小浜山の会

159 会議式典・設営 県内 〇小林憲二 武生山岳会

160 会議式典・設営 県内 岩崎和幸 武生山岳会

161 会議式典・設営 県内 上山博之 武生山岳会

162 会議式典・設営 県内 野村明美 武生山岳会

163 医療 県内 〇森田信人 日本山岳会

164 輸送宿泊部 部長 県内 白井秀男 美浜山遊会

165 輸送宿泊部 副部長 県内 立神比呂志 美浜山遊会

166 輸送宿泊係 県内 重兼光良 美浜山遊会

167 輸送宿泊係 県内 早川正二 美浜山遊会

168 輸送宿泊係（兼補助員統括） 県内 安野正夫 美浜山遊会

169 輸送宿泊係 県内 福田喜代美 美浜山遊会

170 輸送宿泊係 県内 畠中八重子 美浜山遊会

171 輸送宿泊係 県内 石橋　強 今立山の会

172 輸送宿泊係 県内 為沢　誠 今立山の会

173 輸送宿泊係（兼補助員統括） 県内 宇野常明 今立山の会

運営役員 総務部

運営役員 輸送宿泊部
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競技補助員一覧表

番号 氏名 性別 業務名 番号 氏名 性別 業務名

1 Ｌ公式記録係（ＶＴＲ） 21 女 Ｂ進行係（アナウンス）

2 Ｌ公式記録係（ＶＴＲ） 22 女 Ｂ進行係（アナウンス）

3 Ｌ計測・タイマー 23 男 Ｂクリーニング

4 Ｌ計測・タイマー 24 男 Ｂクリーニング

5 Ｌ計測・タイマー 25 男 Ｂクリーニング

6 Ｌ計測・タイマー 26 男 Ｂクリーニング

7 Ｌ計測・タイマー 27 男 Ｂクリーニング

8 Ｌ計測・タイマー 28 男 Ｂクリーニング

9 Ｌ計測・タイマー 29 男 Ｂクリーニング

10 Ｌ計測・タイマー 30 男 Ｂクリーニング

11 Ｌ成績・学校名表示

12 Ｌ成績・学校名表示

13 Ｌ成績・学校名表示

14 Ｌ成績・学校名表示

15 Ｌ荷物運搬係

16 Ｌ荷物運搬係

17 Ｌ荷物運搬係

18 Ｌ荷物運搬係

19 女 Ｌ進行係（アナウンス）

20 女 Ｌ進行係（アナウンス）

番号 氏名 性別 業務名 番号 氏名 性別 業務名

1 Ｌ選手受付係 21 Ｂ公式記録係（ＶＴＲ）

2 Ｌ選手受付係 22 Ｂ計測タイマー係

3 Ｌ監視誘導係 23 Ｂ計測タイマー係

4 Ｌ監視誘導係 24 Ｂ成績・学校名表示

5 Ｌ監視誘導係 25 Ｂ成績・学校名表示

6 Ｌ監視誘導係 26 Ｂ成績・学校名表示

7 Ｂ選手受付係 27 Ｂ成績・学校名表示

8 Ｂ選手受付係 28 Ｂ成績・学校名表示

9 Ｂ監視誘導係 29 Ｂ成績・学校名表示

10 Ｂ監視誘導係 30 Ｂ荷物運搬係

11 Ｂ監視誘導係 31 Ｂ荷物運搬係

12 Ｂ監視誘導係 32 Ｂ荷物運搬係

13 Ｂ監視誘導係 33 Ｂ荷物運搬係

14 Ｂ監視誘導係 34 Ｂ荷物運搬係

15 Ｂ監視誘導係 35 Ｂ荷物運搬係

16 Ｂ監視誘導係

17 Ｂ監視誘導係

18 Ｂ公式記録係（ＶＴＲ）

19 Ｂ公式記録係（ＶＴＲ）

20 Ｂ公式記録係（ＶＴＲ）

11

【池田中学校】３５名

引率教職員　　○○　○○　

【武生工業高校】３０名

引率教職員　　○○　○○　

１１
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　競技日程・諸会議・行事日程
　 ①．競　　技　　日　　程

<農村de合宿キャンプセンター>

選手受付

16時00分～17時30分

トロフィー返還式

17時45分～18時00分

代表者会議

18時00分～18時30分

 　②．諸　　会　　議　　・　　行　　事　　日　　程

県内競技役員受付 11時30分～12時30分 能楽の里文化交流会館ホール

県外競技役員受付 12時30分～13時00分 〃

第2回基準会議 13時00分～13時50分 〃

実施本部開所式 14時00分～14時20分 池田中学校体育館２F　実施本部

運営研修 14時00分～17時00分 池田町特設会場

選手受付 16時00分～17時30分 農村de合宿キャンプセンター

トロフィー返還式 17時45分～18時00分 〃

代表者会議 18時00分～18時30分 〃

実施本部終礼 18時30分～18時40分 〃　

実施本部朝礼 7時00分～7時10分 池田中学校体育館２F　実施本部

競技会開会式 7時20分～7時40分 池田町特設会場　ボルダリング競技場

一日目競技会 未定 池田町特設会場

一日目表彰式　Ｂ男子、Ｌ女子 未定 池田町特設会場　種目別表彰式会場（仮設テント）

選手受付 16時30分～18時00分 農村de合宿キャンプセンター

代表者会議 18時00分～18時30分 〃

実施本部終礼 18時30分～18時40分 〃　

実施本部朝礼 7時00分～7時10分 池田中学校体育館２F　実施本部

二日目競技会 未定 池田町特設会場

二日目表彰式 　Ｌ男子 未定 池田町特設会場　種目別表彰式会場（仮設テント）

審判員会議 未定 池田町特設会場ボルダリングアイソレーションルーム

二日目表彰式 　Ｂ女子 未定 池田町特設会場　ボルダリング競技場

総合表彰式 未定 池田町特設会場　ボルダリング競技場

閉会式・全体会議並びに実施本
部閉所式

未定 池田町特設会場　ボルダリング競技場

12

6月3日（日）

6月2日（土）

6月3日（日）

女子（1部）
リード(Ｌ)予選
9:00～13:00

リード(Ｌ)決勝
15:45～16:21

ボルダリング(Ｂ)予
選

9:00～13:12

ボルダリング(Ｂ)決
勝

15:45～16:57
女子（2部）

※6月2日も選手受付と代表者
会議を行う

6月1日（金）

男子（1部）
ボルダリング(Ｂ)予

選
9:00～13:12

ボルダリング(Ｂ)決
勝

15:45～16:57

リード(Ｌ)予選
9:00～13:00

リード(Ｌ)決勝
15:45～16:21

男子（2部）

　　　　　日
程 6月1日（金） 6月2日（土）

第５回日本学生スポーツクライミング対校選手権大会



タイムテーブル　

能楽の里文化交流会館 池田中学校

6:00
20
40

7:00
20
40

8:00
20
40

9:00
10
20
30
40
50

10:00
10
20
30
40
50

11:00
10
20
30 11:30-12:30
40
50

12:00
10
20
30 12:30
40
50

13:00 13:00
10
20
30
40 13:50
50

14:00 14:00
10 14:20
20
30
40
50

15:00
10
20
30
40
50

16:00
10
20
30
40
50 17:00

17:00
10
20
30
40
50

18:00
10
20
30
40
50

19:00
10
20
30

13

６月１日（金）

農村de合宿キャンプセンター
国体特設会場他

大ホール（１F） 2Ｆ　格技室

県内役員移動
（国体特設会場他）

14:00

主要役員移動
（池田中学校体育館→宿舎）

選手受付
16:00～17:30

競技役員受付
県内役員：11:30～12:30

県外役員：12:30～13:00

県

内

役

員

運

営

研

修

トロフィー返還式

代表者会議

18:00～18:30

第2回基準会議

実施本部開所式

実施本部終礼

18:30～18:40



男子（1部、2部） 女子（1部、2部）
ボルダリング（池田中学校） リード（池田小学校）

6:00
10 【予選40（1部20、2部20）・決勝6】【予選40（1部20、2部20）・決勝6】
20
30
40 　　無線機配布
50 6:50 県内競技役員朝礼

7:00
10
20
30
40
50

8:00
10
20 8:20-8:25 集合･点呼 8:34-8:39 集合･点呼
30 8:25 開始通告 8:39 開始通告
40 8:35-8:45 ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ 8:49-8:55 ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ
50 8:55 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第1班) 8:55 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第1班)

9:00 9:00 ｽﾀｰﾄ(第1班) 9:00 ｽﾀｰﾄ(第1班)
10
20
30 9:30 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第2班)
40
50 10:00 競技終了(第1班)

10:00 10:00 ｽﾀｰﾄ(第2班) 10:00 ｽﾀｰﾄ(第2班)
10 10:12 競技終了(第1班) 10:10 終了通告(第1班)
20 10:22 終了通告(第1班)
30 10:30 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第3班)
40
50 11:00 競技終了(第2班)

11:00 11:00 ｽﾀｰﾄ(第3班) 11:00 ｽﾀｰﾄ(第3班)
10 11:12 競技終了(第2班) 11:10 終了通告(第2班)
20 11:22 終了通告(第2班)
30 11:30 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第4班)
40
50 12:00 競技終了(第1班)

12:00 12:00 ｽﾀｰﾄ(第4班) 12:00 ｽﾀｰﾄ(第4班)
10 12:12 競技終了(第3班) 12:10 終了通告(第3班)
20 12:22 終了通告(第3班)
30
40
50 13:00 競技終了(第1班)

13:00
10 13:12 競技終了(第4班)
20 13:22 終了通告(第4班)
30
40 13:40-13:50 受付
50

14:00 14:00-14:20 受付
10
20
30
40
50 15:10-15:15 集合･点呼 15:10-15:15 集合･点呼

15:00 15:15 開始通告 15:15 開始通告
10 15:25-15:30 選手紹介 15:24-15:29 選手紹介
20 15:30-15:40 ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ 15:29-15:35 ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ
30 15:40 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ 15:40 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ
40 15:45 決勝ｽﾀｰﾄ 15:45 決勝ｽﾀｰﾄ
50

16:00
10
20 16:21 競技終了
30 16:31 終了通告
40
50 16:57 競技終了

17:00 17:07 終了通告 17:00-17:30 表彰式
10
20
30 17:30-17:50 表彰式
40
50

18:00
10
20
30
40
50

19:00
10
20
30

14

６月２日（土）

農村de合宿キャン
プセンター

池田中学校

6:30～競技役員集合

7:00　 実施本部朝礼

競技役員移動
（会場→宿舎）

7:20-7:40 競技会開会式

7:50-8:10 受付 7:50-8:10 受付

Lセット
13:50～
15:20Bセット

14:20～
15:20

ボルダリング予選

(40+2)チーム×6分=132分

リード予選

40チーム×6分=120分

リード決勝

6チーム×6分=36分

ボルダリング決勝

6チーム×6分×2=72分

代表者会議
18:00～18:30

リード表彰式 （仮設テント）

ボルダリング表彰式 （仮設テント）

選手受付
16:30～18:00

実施本部終礼
18:30～18:40



男子（1部、2部） 女子（1部、2部）
リード（池田小学校） ボルダリング（池田中学校）

6:00
10 【予選40（1部20、2部20）・決勝6】 【予選40（1部20、2部20）・決勝6】
20
30
40 　　無線機配布
50 6:50 県内競技役員朝礼

7:00
10
20 7:20-7:40 受付
30 7:30-7:50 受付
40
50

8:00
10
20 8:34-8:39 集合･点呼 8:20-8:25 集合･点呼
30 8:39 開始通告 8:25 開始通告
40 8:49-8:55 ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ 8:35-8:45 ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ
50 8:55 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第1班) 8:55 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第1班)

9:00 9:00 ｽﾀｰﾄ(第1班) 9:00 ｽﾀｰﾄ(第1班)
10
20
30 9:30 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第2班)
40
50 10:00 競技終了(第1班)

10:00 10:00 ｽﾀｰﾄ(第2班) 10:00 ｽﾀｰﾄ(第2班)
10 10:10 終了通告(第1班) 10:12 競技終了(第1班)
20 10:22 終了通告(第1班)
30 10:30 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第3班)
40
50 11:00 競技終了(第2班)

11:00 11:00 ｽﾀｰﾄ(第3班) 11:00 ｽﾀｰﾄ(第3班)
10 11:10 終了通告(第2班) 11:12 競技終了(第2班)
20 11:22 終了通告(第2班)
30 11:30 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ(第4班)
40
50 12:00 競技終了(第1班)

12:00 12:00 ｽﾀｰﾄ(第4班) 12:00 ｽﾀｰﾄ(第4班)
10 12:10 終了通告(第3班) 12:12 競技終了(第3班)
20 12:22 終了通告(第3班)
30
40
50 13:00 競技終了(第1班)

13:00
10 13:12 競技終了(第4班)
20 13:22 終了通告(第4班)
30
40 13:40-13:50 受付
50

14:00 14:00-14:20 受付
10
20
30
40
50 15:10-15:15 集合･点呼 15:10-15:15 集合･点呼

15:00 15:15 開始通告 15:15 開始通告
10 15:24-15:29 選手紹介 15:25-15:30 選手紹介
20 15:29-15:35 ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ 15:30-15:40 ｵﾌﾞｻﾞﾍﾞｰｼｮﾝ
30 15:40 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ 15:40 ｺｰﾙｿﾞｰﾝへ
40 15:45 決勝ｽﾀｰﾄ 15:45 決勝ｽﾀｰﾄ
50

16:00
10
20 16:21 競技終了
30 16:31 終了通告
40
50 16:57 競技終了

17:00 17:00-17:20 表彰式 17:07 終了通告
10
20
30
40 17:40-18:00 
50

18:00
10 18:10-18:30 表彰式
20
30 18:30～19:20
40
50

19:00
10
20 →県内役員　解散
30 →主要役員　宿舎へ

15

Lセット
13:50～
15:20Bセット

14:20～
15:20

６月３日（日）

農村de合宿キャン
プセンター

池田中学校

6:30～競技役員集合

7:00　 実施本部朝礼
ボルダリング予選

(40+2)チーム×6分=132分

リード予選

40チーム×6分=120分

リード決勝

6チーム×6分=36分

ボルダリング決勝

6チーム×6分×2=72分

審判員会議

表彰式・閉会式

競技役員解団式並びに実施本部閉所式

リード表彰式 （仮設テント）

ボルダリング表彰式 (総合表彰式会場）



9 ．諸会議出席者 ◎は登壇者

◎は指定の席のある人

役　職 氏　名 所　属
第２回基
準会議

実施本部
開所式

トロ
フィー返

還式

代表者会
議

実施本部
終礼

実施本部
朝礼

競技会開
会式

男子Ｂ表
彰式

女子Ｌ表
彰式

代表者会
議

実施本部
終礼

実施本部
朝礼

男子Ｌ表
彰式

審判員会
議

女子Ｂ表
彰式

総合表彰
式/閉会

式

役員解団式
並び実施本
部閉所式

時　間 13:00 14:00 17:45 18:00 18:30 7:00 7:20 未定 未定 18:00 18:30 7:00 未定 未定 未定 未定 未定

会　場 能楽の里 実施本部 農村de合宿 農村de合宿 農村de合宿 実施本部
ボルダリン
グ競技場

種目別表彰
仮設テント

種目別表彰
仮設テント

農村de合宿 農村de合宿 実施本部
種目別表彰
仮設テント

ボルダリン
グアイソ

レーション
ルーム

ボルダリン
グ競技場

ボルダリン
グ競技場

ボルダリング競
技場

会長 八木原圀明 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

副会長 伊藤　克己 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

競技委員長 村岡　正己 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

競技副委員長 西原斗司男 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

水村　信二 全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会会長 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

大沼　広夢 全日本大学ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会理事 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

中央総務委員(兼成績計算) 土屋　正昭 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

中央総務委員 森　庄一 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

中央総務委員 小山　勝稔 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

審判長 松田　龍彦 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

副審判長(兼成績計算) 山本　和幸 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Ｌ主任審判員 中村　正 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

Ｂ主任審判員 畑中　渉 (公社)日本山岳･ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ協会 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ◎ ◎ ◎ 〇 ◎ ◎ ◎ ◎

役　職 氏　名 所　属
第２回基
準会議

実施本部
開所式

トロ
フィー返

還式

代表者会
議

実施本部
終礼

実施本部
朝礼

競技会開
会式

男子Ｂ表
彰式

女子Ｌ表
彰式

代表者会
議

実施本部
終礼

実施本部
朝礼

男子Ｌ表
彰式

審判員会
議

女子Ｂ表
彰式

総合表彰
式/閉会

式

役員解団式
並び実施本
部閉所式

副会長 牧野　治生 福井山岳会 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○

県内総務委員１ 山本　利幸 福井登高会 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

県内総務委員２ 山田　安泰 勝山山岳会 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

県内総務委員３ 佐々木　伸治 大野親岳会 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

副審判長 渋谷　好司 福井山岳会 ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

Ｌ副主任審判員 佐伯　和真 県庁山岳部 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

Ｂ副主任審判員 桝田　靖憲 県庁山岳部 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ○

Ｌ副主任審判員 茨城県 ◎ ○ ○

Ｂ副主任審判員 茨城県 ◎ ○ ○

総務部　部長 中村　隆喜 武生山岳会 〇 ◎ 〇 〇 〇 ◎ 〇 〇 〇 〇 ○ ◎ 〇 ○ 〇 ○

副部長 道林　卓恵 県庁山岳部 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

副部長 戸庭　隆之 県庁山岳部 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

競技部　部長 上木　真吾 ＡＳＣＡ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○

副部長（L） 吉村　匡弘 ＡＳＣＡ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○

副部長（B） 菅原　桂一郎 県庁山岳部 ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

輸送宿泊部 部長 白井　秀男 美浜山遊会 ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

輸送宿泊部 副部長 立神　比呂志 美浜山遊会 ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ ○

役　職 氏　名 所　属
第２回基
準会議

実施本部
開所式

トロ
フィー返

還式

代表者会
議

実施本部
終礼

実施本部
朝礼

競技会開
会式

男子Ｂ表
彰式

女子Ｌ表
彰式

代表者会
議

実施本部
終礼

実施本部
朝礼

男子Ｌ表
彰式

審判員会
議

女子Ｂ表
彰式

総合表彰
式/閉会

式

役員解団式
並び実施本
部閉所式

実行委員会会長 杉本　博文 池田町 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○

実行委員会本部長 溝口　淳　 池田町副町長 ◎ 〇 ◎ ◎ 〇 〇 ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 〇 ◎ 〇 〇 ○

実行委員会副会長 内藤　徳博 池田町教育長 ◎

実行委員会事務局長 山口　正幸 池田町教育委員会事務局課長 ◎ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

実行委員会事務局次長 清水　真盛 池田町教育委員会事務局次長 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○

実行委員会競技運営総括 山内　貴文 池田町教育委員会事務局主幹 ○ ○ 〇 〇 ○ 〇 ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 ○ ○ ○
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６月３日（日）６月１日（金）

日
本
山
岳
・
ス
ポ
｜
ツ
ク
ラ
イ
ミ
ン
グ
協
会

福
井
県
山
岳
連
盟

池
田
町
実
行
委
員
会

６月２日（土）



６月１日（金）１３：００～１３：５０

第２回基準会議（開会式・全体会議）　＜能楽の里文化交流会館ホール＞

机と椅子 Ｂ副主任審判員 Ｌ副主任審判員 Ｂ副主任審判員 Ｌ副主任審判員 Ｂ主任審判 Ｌ主任審判 中央総務委員 中央総務委員 中央総務委員 県内総務委員 県内総務委員 県内総務委員 県内総務委員

桝田靖憲 佐伯和真 茨城県 茨城県 畑中　渉 中村　正 土屋　正昭 森　庄一 小山　勝稔 山本利幸 山田安泰 佐々木伸治 山口正幸

副審判長 副審判長 審判長 教育長 副町長 実行委員会会長 会長 競技会副会長 競技会副会長 競技委員長 競技副委員長 大学会長 大学理事

渋谷好司 山本和幸 松田龍彦 内藤徳博 溝口　淳 杉本博文 八木原圀明 伊藤克己 牧野治生 村岡正己 西原斗司男 水村信二 大沼広夢

司会

演台

６月１日（金）１７：４５～１８：４０

トロフィー返還式、代表者会議、実施本部終礼　＜農村ｄｅ合宿キャンプセンター＞

机と椅子 Ｂ副主任審判員 Ｌ副主任審判員 Ｂ副主任審判員 Ｌ副主任審判員 Ｂ主任審判 Ｌ主任審判 中央総務委員 中央総務委員 中央総務委員 県内総務委員 県内総務委員 県内総務委員 県内総務委員

桝田靖憲 佐伯和真 茨城県 茨城県 畑中　渉 中村　正 土屋　正昭 森　庄一 小山　勝稔 山本利幸 山田安泰 佐々木伸治 山口正幸

副審判長 副審判長 審判長 教育長 副町長 実行委員会会長 会長 競技会副会長 競技会副会長 競技委員長 競技副委員長 大学会長 大学理事

渋谷好司 山本和幸 松田龍彦 内藤徳博 溝口　淳 杉本博文 八木原圀明 伊藤克己 牧野治生 村岡正己 西原斗司男 水村信二 大沼広夢

司会

演台

６月２日（土）７：２０～７：４０

第５回日本学生スポーツクライミング対校選手権大会開会式　＜池田町特設会場ボルダリング競技場＞

机と椅子 Ｂ副主任審判員 Ｌ副主任審判員 Ｂ副主任審判員 Ｌ副主任審判員 Ｂ主任審判 Ｌ主任審判 中央総務委員 中央総務委員 中央総務委員 県内総務委員 県内総務委員 県内総務委員 県内総務委員

桝田靖憲 佐伯和真 茨城県 茨城県 畑中　渉 中村　正 土屋　正昭 森　庄一 小山　勝稔 山本利幸 山田安泰 佐々木伸治 山口正幸

副審判長 副審判長 審判長 教育長 副町長 実行委員会会長 会長 競技会副会長 競技会副会長 競技委員長 競技副委員長 大学会長 大学理事

渋谷好司 山本和幸 松田龍彦 内藤徳博 溝口　淳 杉本博文 八木原圀明 伊藤克己 牧野治生 村岡正己 西原斗司男 水村信二 大沼広夢

司会

演台
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競技部 輸送宿泊部総務部 審判員・ビレーヤー

ボルダリングウォール

総務部 審判員・ビレーヤー 競技部 輸送宿泊部

ボルダリングウォール

選手整列



Ｂ女子表彰式・総合表彰式・競技閉会式・全体会議・競技役員解団式・実施本部閉所式

＜池田町特設会場　ボルタリング競技場＞

会長 実行委員会会長 競技会副会長 競技会副会長 競技委員長 審判長 競技副委員長 大学会長 副審判長 副審判長 Ｌ主任審判 Ｂ主任審判 中央総務委員 中央総務委員 中央総務委員 大学理事 県内総務委員 県内総務委員 県内総務委員 県内総務委員

八木原圀明 杉本博文 伊藤克己 牧野治生 村岡正己 松田龍彦 西原斗司男 水村信二 山本和幸 渋谷好司 中村　正 畑中　渉 土屋　正昭 森　庄一 小山　勝稔 大沼広夢 山本利幸 山田安泰 佐々木伸治 山口正幸
リード表彰式後入る

元の位置 演台移動 演台
司会

一日目表彰式　２日（土）時間未定
二日目表彰式　３日（日）時間未定

池田町特設会場　種目別表彰式会場（仮設テント）
司会

競技会副会長 副審判長

牧野治生 渋谷好司

競技会副会長 競技副委員長 中央総務委員

伊藤克己 西原斗司男 森　庄一

会長 競技委員長 中央総務委員

八木原圀明 村岡正己 土屋　正昭

実行委員会会長 審判長 中央総務委員

杉本博文 松田龍彦 小山　勝稔

大学会長 副審判長 大学理事

水村信二 山本和幸 大沼広夢
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ボルダリングウォール

女子１部　１～３位

男子１部　１～３位

男子１部　１～３位

総務部

演台

ボルダリングウォール

選手表彰者席残り

競技部

女子２部　１～３位

審判員・ビレーヤー 輸送宿泊部

　６月３日（日）１８：１０未定～



実施本部配席図

記録本部 競技部成績担当
成績入力
（L）

柿木正雄 通信機器
日本山岳会
福井支部

競技部
成績入力
（B）

辻　千秋 総務部 輸送宿泊部
輸送宿泊部

副部長
立神比呂志 通信機器

日本山岳会
福井支部

通信連絡員
(L)

総合成績 山岸忠儀 輸送宿泊部長 白井秀男 通信機器〇 矢島賢治
通信連絡員

(B)

副部長（B） 菅原桂一郎 県内総務委員 山口正幸 経理 亀田友紀 副部長 戸庭隆之

競技部 副部長（Ｌ） 吉村匡弘 総務部 県内総務委員 佐々木伸治 経理 舩田洋子 副部長 道林卓恵

競技部長 上木真吾 県内総務委員 山田安泰 経理〇 鹿内千恵子 総務部長 中村隆喜

県内総務委員 山本利幸

Ｂ主任審判 Ｌ主任審判
競技副委員長
/副審判長

審判長

全日本大学ス
ポーツクライ
ミング協会理

事

全日本大学ス
ポーツクライ
ミング協会会

長

競技会副会長 競技会会長 競技会副会長 競技委員長 競技副委員長 中央総務委員 中央総務委員 中央総務委員

中村　正 畑中　渉 渋谷好司 松田龍彦 大沼広夢 水村信二 牧野治生 八木原圀昭 伊藤克己 村岡正己 西原斗司男 土屋正昭 森　庄一 小山勝稔
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※斜字が開所式、朝礼、終礼出席者


