
              ２０２２年（令和４年）度県民総合体育大会 

       兼 国民体育大会茨城県大会 スポーツクライミング競技  

 

１ 期 日  2022 年 5 月 21 日（土） 

 

２ 会 場  とくしゅくの杜 スポーツクライミングセンター 

           （鉾田市徳宿１２６１－１） 

 

３ 主 催  茨城県・茨城県教育委員会・公益財団法人茨城県スポーツ協会 

 

４ 主 管  茨城県山岳連盟 

 

５ 協 力  鉾田市教育委員会 

 

６ 大会役員 

会  長 大井川和彦 

 

副 会 長 小泉元伸  関 正樹 

 

顧  問 関口毅   原浩道   安藤真理子  川口浩   櫻井洋二 

     大和田健  黒澤弘忠  下路健次郎  中島成雄  秋山隆 

     綿引憲男  岡田裕昭  田山東湖   福田太公  会田真一 

     下妻利之  川田進    葉梨衛     須田義之   白田信夫 

     加藤明良  萩原榮   大久保進司  加藤寛治  久保田清 

     遮那誠一  小倉培夫  幡谷定俊   西内博    中川喜久治 

     中川喜久治 西條昌良  新谷和也   岸本健也  岡田広 

     井上忍   堀口卓司郎  藤原孝幸   皆川智昭  伊沢勝徳 

 

委員長  根本聡 

 

副委員長 清水秀一  大竹良彦  益子雄行   川原井勝雄 

 

委  員  土井一男  根本政世士 髙橋勤司   岩間信雄  鈴木一美 

     鈴木純一  坂田寛   中川繁昭   藤咲厚郎  諏訪正美 

     松枝弘幸  中村宏   海老澤正道  川島正敏  古矢勲 

     折本裕樹  額賀富雄  小林博史   宮下護   廣澤努 

     野澤一実  中村和幸  清水定明   高橋義道  木内広史 

     高松清   鴨志田勝次 齊藤克朗   柴田淳   中沢隆一 

     飯島寿一  高橋昇   地頭薗薫   横山良子   久野篤 

     吉澤忠   河西徹   久保正幸   鹿窪茂   鈴木但義 

     福永広明  砂田和広  菊池和洋   野田浩太郎 野友宏則 

     葉梨義幸  相田良裕  稲見誠     水貝保   宮川健太郎 

     江連昌治  中口直仁  栁田剛志   沼尻雅博   佐々木理央 

     大島遼太郎  塙秀斗   石川円    坂本和久 

 

競技委員長  西内博（茨城県山岳連盟会長） 

 

競技副委員長 木村実（茨城県山岳連盟副会長） 

-1-



 

      競技役員 

             総括・会場管理 

       総務 

             進行・誘導 

       審判長 

             審判 

       

       ﾙｰﾄｾｯﾀｰ 

       ﾋﾞﾚｲﾔｰ 

 

       計測VTR 

       成績集計 

       救護 

       受付 

             会計 

 

佐藤正彦 

山本茂男（主） 

木村実 

長谷川美玲 

落合利淳（主） 

広畠裕士 

岡野寛（主） 

黒澤哉子(主） 

飯田薫 

村越夏織（主） 

山本茂男 

細谷浩美 

木村実 

細谷浩美 

 

 

伊藤夏子   

細谷浩美   

 

小磯栄  泉広光  森正夫 

安部勝義  大谷裕一 益子勝 

沼尻拓磨 小倉貴行 國井敬一 

笠原健一 冨岡弘行 篠原毅   

浅野佑多 田中朝紀 

高原和之 補助員（水戸工生） 

笠原健一  佐藤正彦  

長山尽（ﾄﾚｰﾅｰ）     

細谷浩美  中沢隆一 佐藤正彦 

佐藤正彦 

 

７ 日 程    ７：１５ 受付役員集合 

         ８：００ 選手受付（～８：３０）・選手ウォーミングアップ開始 

         ８：００ 役員集合（８：１５役員担当別打合せ） 

         ９：１０ 開会式 競技説明   

         ９：３０ リード競技開始（国体決勝・ジュニア予選） 

        １２：００ ボルダリング競技開始（国体決勝） 

        １４：３０ リード競技決勝開始（ジュニア決勝） 

        １５：３０ 全競技終了予定  

        １６：００ 閉会式（終了予定１６：３０） 

 注意：競技進行の都合で予定時間の変更もあり得ますので予めご了承下さい。 

 

８ 参加資格 

 (1)  国体予選の部 

    成年男子・女子 

     県内在住，在勤、又は国民体育大会ふるさと選手制度を活用するもので、平成

１６年４月１日以前に生まれたもの  

   

    少年男子・女子 

     県内在住又は県内学校在学で、平成１６年４月２日から平成２０年４月１日に

生まれたもの 

 

 (2)  ジュニアの部 

    県内在住で平成２０年４月２日から平成２５年４月１日に生まれたもの 

    （令和４年度に小学４年生～中学２年生となるもの） 

 

 (3) (1)，(2)を満たすもので 5.11a 以上を安全に登ることが出来るもの 
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９ 競技種別 

 (1) 国体予選の部 

    リード競技・ボルダリング競技 

 

 (2) ジュニアの部 

    リード競技         

 

 

10 申込方法 

   茨城県山岳連盟ＨＰ内エントリーフォームより申込みください。なお、参加料は当

日の受付時にお支払いください。 

   申し込み締め切りのキャンセルは保険料のお支払いが発生しますのでご注意くださ

い。                                                   

11 申込締切日：５月８日（日） 

 

12 参加料 

 (1) 国体予選の部 ： ４,５００円 

 (2) ジュニアの部 ： ４,０００円 

 

13 競技方法 

 (1) リード競技の部 

    予選フラッシュ方式、決勝オンサイト方式 

    （参加者数・COVID-19 感染状況により予選のみとすることがあります） 

 

 (2) ボルダリング競技の部 

    １基２課題×２基によるベルトコンベヤー方式 

    （決勝は行いません） 

 

13 問合せ先 

   茨城県山岳連盟スポーツクライミング部 競技委員会 

 ibk.climbing@gmail.com 

 

14 その他 

(1) いちご一会とちぎ国体・とちぎ大会・関東ブロック大会への参加希望者は、必ず今

大会への参加申し込みを行う必要があります。 

(2) COVID-19 感染状況によっては、開催時期・場所や国体選手選考方法を大きく変更す

る可能性があります。 

(3) COVID-19 感染防止対策を取りながらの開催となる予定です。詳細な対策については、

後日茨城県山岳連盟ＨＰにてお知らせします。 

(4) 令和４年５月１７日(火)から大会主催者が認める時まで，選手及びその関係者が競

技会場に立ち入ることを禁止します。 

(5) 競技方法・タイムスケジュール、その他詳細については、参加者数決定後に茨城県

山岳連盟ＨＰにてお知らせします。 

(6) 本大会の成績は、令和４年度の茨城県山岳連盟指定の強化選手選考の参考となりま

す。 

(7) 本大会の成績は、関東小中学生選抜スポーツクライミング選手権大会【開催未定】

への茨城県推薦選手の参考とすることがあります。 
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 参加者 

 (1)  国体予選の部 

   成年男子 

    1 野村  真一郎 のむら しんいちろう 男 成年男子 

    2 今泉  結太 いまいずみ ゆうた 男 成年男子 

    3 大金   瑞生 おおがね みずき 男 成年男子 

    4 竹内  慧 たけうち さとし 男 成年男子 

 

      成年女子 

    1 菊池   野音 きくち のね         女 成年女子 

    2 森    秋彩 もり あい         女 成年女子 

 

   少年男子 

    1 田中   慧樹 たなか さとき      男 少年男子 

    2 佐久間 颯 さくま はやて         男 少年男子 

    3 吉田   颯竜 よしだ はやと         男 少年男子 

    4 齋藤   宏晟 さいとう こうせい 男 少年男子 

    5 鈴木  陽暉 すずき はるき         男 少年男子 

    6 川崎  帆久翔 かわさき ほくと 男 少年男子 

    7 住谷   俊輔 すみや しゅんすけ 男 少年男子 

    8 今村   大翔 いまむら ひろと 男 少年男子 

    9 佐藤   悠織 さとう いおり         男 少年男子 

    10 飯田   大斗 いいだ やまと         男 少年男子 

    11 高原   幹太 たかはら かんた 男 少年男子 

    12 冨岡   悠飛 とみおか ゆうひ 男 少年男子 

    13 高久   洪輝 たかくひろき         男 少年男子 

 

   少年女子 

    1 黒沢  碧海 くろさわ あみ     女 少年女子 

    2 村越   佳歩 むらこし かほ         女 少年女子 

    3 伊藤  悠 いとう はるか         女 少年女子 

 

 (2)  ジュニアの部 

    1 山根   嘉穂 やまね かほ         女 ｼﾞｭﾆｱ 

    2 窪庭   暖斗 くぼにわ はると 男 ｼﾞｭﾆｱ 

    3 長田   侑士 おさだ ゆうし         男 ｼﾞｭﾆｱ 

    4 秋山   秀聡 あきやま ひでと 男 ｼﾞｭﾆｱ 

    5 清野   莉来 せいの りく         男 ｼﾞｭﾆｱ 

    6 田上   陽太 たがみ ひなた         男 ｼﾞｭﾆｱ 

    7 小沼   慶太 おぬまけいた         男 ｼﾞｭﾆｱ 

    8 今村   瑠南 いまむら るな     女 ｼﾞｭﾆｱ 

    9 中村   まりん なかむら まりん 女 ｼﾞｭﾆｱ 

    10 後藤   琉風 ごとう るか         男 ｼﾞｭﾆｱ 

    11 北川   瑚桜 きたがわ こお         女 ｼﾞｭﾆｱ 

    12 齋藤   夏穂 さいとう かほ         女 ｼﾞｭﾆｱ 

    13 冨岡   海飛 とみおか かいと 男 ｼﾞｭﾆｱ 

    14 額賀   悠斗 ぬかが ゆうと         男 ｼﾞｭﾆｱ 

    15 横山   めいさ よこやま めいさ 女 ｼﾞｭﾆｱ 

    16 中庭   育海 なかにわ いくみ 男 ｼﾞｭﾆｱ 

    17 高原   晴太 たかはら はるた 男 ｼﾞｭﾆｱ 

-4- 


