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主   催 

公益社団法人東京都山岳連盟 

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-32 福原ビル 301 

Tel.03-3526-2550 （月曜～金曜 13:00～17:00）  Fax.03-3526-2551(常時) 

大会実行委員会 

委員長：水村信二 

大会実行委員会連絡先 E-mail: sportclimbing.tokyo@gmail.com 

後   援 

全日本大学スポーツクライミング協会、東久留米市山岳連盟クライミング部 

期   日 

平成２９年（２０１７年） ４月９日（日）、１６日（日）、２３日（日） 

競技種目 

ボルダリング、スピード、リード 

競技種別 

成年男子、成年女子、少年男子、少年女子、ジュニア男子、ジュニア女子 

出場資格 

成年男子 平成１１年４月１日以前に生まれた者。 

成年女子 

少年男子 平成１１年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた者。 

少年女子 

ジュニア男子 平成１５年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれた者。 

ジュニア女子 
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参 加 料 

１種目１名 ４，０００円  但し、全種目出場者は３種目で１０，０００円とする。 

申込期限及び方法 

 期限 

＜全種目＞ 

期限：平成２９年３月１７日（金）２３：５９ 

 方法 

本大会特設ウェブサイトに申込方法の詳細説明を掲載する。説明に従って申込を行うこ

と。ただし、郵送による申込は一切受け付けない。 

大会特設ウェブサイト： http://www.sport-climbing.tokyo/ 

表   彰 

 成年男子総合優勝者及び成年女子総合優勝者に総合優勝杯を授与する。 

 少年男子総合優勝者及び少年女子総合優勝者、ジュニア男子総合優勝者、ジュニア女

子総合優勝者には表彰楯を授与する。 

 各種目１位～３位までの入賞者にメダルを授与する。 

総合得点及び順位 

総合優勝者は、最多得点選手１名とする。得点は、IFSC国際競技規則が定める世界選手権

総合順位算出方法に基づいて決定する。 
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競技会場 

 ボルダリング種目 

明治大学和泉キャンパス総合体育館 

〒168-8555 東京都杉並区永福 1-9-1 

京王線 明大前駅下車 徒歩１０分 

https://goo.gl/maps/pudBLMXRa2R2 

 スピード種目 

モリパーク アウトドアヴィレッジ 

〒196-0014 東京都昭島市田中町 610-4 

JR青梅線 昭島駅下車 徒歩５分 

https://goo.gl/maps/B46pDgMp6bS2 

 リード種目 

東京ドームスポーツセンター東久留米（東久留米市スポーツセンター） 

〒203-0011 東京都東久留米市大門町 2-14-37 

西武池袋線 東久留米駅下車 徒歩１５分 

https://goo.gl/maps/UhDvh6FtDkp 
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競技会オフィシャル（暫定版） 

ボルダリング種目 テクニカル・デリゲイト： 羽鎌田 直人 

 審判長： 中村 正 

 主任審判員： 藤江 理枝 

 チーフルートセッター： 芝田 将基 

 ルートセッター： 中島 雅志 

 ルートセッター： 柴田 晃一 

 ルートセッター： 佐藤 竜馬 

   

スピード種目 テクニカル・デリゲイト： 水村 信二 

 審判長： 羽鎌田 直人 

 主任審判員： 山崎 剛 

   

リード種目 テクニカル・デリゲイト： 西嶋 久貴 

 審判長： 羽鎌田 直人 

 主任審判員： 山崎 剛 

 チーフルートセッター： 藤原 佑樹 

 ルートセッター： 樋口 純裕 

 ルートセッター： 沼尻 拓磨 
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日程（暫定版） 

４月９日（日） ボルダリング種目（全種別） 

ジュニア 7:45 ウォームアップエリア・オープン 

 8:00-8:20 選手受付 

 8:40-10:10 予選 

少年・成年 9:10-10:10 選手受付 

アイソレーションゾーン・オープン/クローズ 

 11:10-13:10 予選 

ジュニア 12:50-13:00 アイソレーションゾーン・オープン/クローズ 

 14:00-14:40 決勝 

 15:00 表彰式 

少年・成年 14:30-14:40 アイソレーションゾーン・オープン/クローズ 

 15:40-17:20 決勝 

 17:40 表彰式 

４月１６日（日） スピード種目（全種別） 

 9:00 ウォームアップエリア・オープン 

 9:00-9:30 選手受付 

プラクティス（全種別） 10:00-11:00  

ジュニア 11:00-11:30 予選 

少年・成年 11:30-12:00 予選 

ジュニア 12:00-12:30 決勝 

少年・成年 12:30-13:00 決勝 

 13:45 表彰式・閉会式 

４月２３日（日） リード種目（全種別） 

 8:30-8:50 選手受付 

 9:00-9:30 開会式 

 10:00-14:00 予選 

 15:30-17:30 決勝 

 18:00 表彰式 
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注意事項 

 本大会は競技中の事故に関しては主催者側で応急処置は行うが、その後の責任は一切

負わない。 

 大会期間中の肖像権は主催者にあるものとする。 

 本大会は、第７２回国民体育大会東京都代表選手及び平成２９年度東京都ジュニア強

化指定選手の選考会を兼ねる。詳細は各選考基準を参照すること。 

 


