回高校クライミング競技大会

９月常任理事会
９月５日（月） 時
分から静岡労政会館５階
会議室で常任理事会が開
催された。
出席者は滝田、木ノ内、
前川、豊田、堀内、松永、
小田、田中、坂田、内海、
増田、市川、浅井、諸戸、
内山、清水（文責） 計
人
１ 会長挨拶
① 山の日の講演会、写
真展ご苦労様でした。２

００人近い参加がありま
した。
②
月 日の記念ハイ
クにおいて、東・中・西
地区それぞれに山岳連盟
として役員を２人ずつ出
してもらいたい。
２ 各委員会からの事業
報告
指導委員会より（小田）
① ハイキング・縦走リー
ダー養成講習会
月
日実施。 名参加。
② 唐松岳・五竜岳を登
ろう講習会
月 日、
月 日の座学、 月
日の山伏での実技を経て、
本番は 月 日、 日に
実施した。 名の参加が
あった。
③ 少年少女登山教室
参加者が１家族のみ。指
導委員会工藤が対応した。
④ 国体東海ブロック予
選について（諸戸）成年
女子が１位となり本国体
出場権獲得。少年は男女
とも４位で本国体出場権
を得ることができなかっ
た。
⑤ 全国高校総体につい
て（諸戸）
男女別成績表が配られた。
女子で富士高校が初出場
ながら優勝した。
３ 各委員会の事業計画
18

第
ん中を登るルート（ ｂ
～ ｃ）で、 名ともルー
フを越え、上部壁に入っ
たが、終了点をつかんだ
のは、富士宮西の望月衛
のみで、完全優勝で、２
位には浜松学芸の大橋が
入り全国大会への出場を
決めた。
大会の結果、男子は３
名（学校団体枠１名を含
む）、女子は３名（日山
協推薦１名を含む）が全
国大会に駒を進めた。会
場を提供をしていただき
ルートセットを行ってい
ただいた浜松スクエアさ
ん及び運営に協力してく
ださった多くの方々に感
謝申し上げます。
全国大会出場者は以下の
通り。
男子 位 望月 衛（富
士宮西）
位 大橋
歩（浜松学芸）
［学校団体枠］古郡雷漸
（富士宮西）
女子１位 鈴木彩有希
（浜松日体） ２位 勝
本真衣（富士宮西）
［日山協推薦］ 中村祐
香梨
（諸戸明）
24

成男・成女チーム健闘

10

について
① 赤岳に登ろう（小田）
現在 人が参加希望
② 中級レスキュー講習
会（堀内）
月 日、 日に実施す
る。講師は堤信夫氏
日は定員 人、 日は西
湖の岩場で実践を行うの
で定員は 人とする。
③ スポーツフェスティ
バル（堀内）
④ 山の日の記念ハイク
（ 月 日）実施する
⑤ 高校クライミング競
技会について（諸戸）
20

16

20

20

にスクエアクライミン
グセンター（浜松）でリー
ド競技を実施する。この
大会で、 月に行われる
全国選抜高校クライミン
グ大会の静岡県枠２名を
決める。
⑥ 竜爪山岳競技会につ
いて（清水）
月 日に実施。概要は
昨年通り。
４ 岳連カレンダーにつ
いて（滝田）
今年度も「世界の名峰」

10

部すでに完成。制作費
は上がったが、販売価格
は例年通り１部千五百円
とする。各団体は購入に
協力願いたい。
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全国大会出場選手決まる

24

第 回高校クライミン
グ競技大会が、 月に埼
玉県加須市で行われる第
７回全国高校学校選抜ク
ライミング選手権大会の
予選を兼ねて、 月３日
（木）、浜松スクエアを
会場に、４校 人（男子
、女子 ）の生徒が参
加して行われた。当日は、
クライミングへの関心が
高まる中、高体連の理事
長も来場し、決勝まで競
技を観戦した。
女子の予選は、４番壁
を登るルートで２名が完
登し、５名が決勝進出
（グレードは
ｃ）。
男子予選は、５番壁のや
や足の悪いルートで５名
が完登、最終クリップを
間違えた２名と加えた７
名が決勝に進出した。
（ ａ）。
女子決勝は、６番壁か
ら、メイン壁右側を登る
ルート（ ｄ～ ａ）で、
浜松日体の鈴木と富士宮
西の勝本が完登し全国大
会出場を決めた。（タイ
ムで鈴木が優勝）
男子は、メイン壁の真
7

2

6

成 女 リ ー ド 競 技 惜 しくも 入 賞 な ら ず

10

ど前傾したフラット壁で
ある。はりぼてや大型ホー
ルドを使った変化のある
ルートで持久力の中にも
ボルダー的な要素の強い
メリハリのある構成となっ
た。両名とも７ｍまでは
問題なくこなす。その後、
伊藤は８ｍ地点でクリッ
プに力を使いフォール。
田邉はその上のカチホー
ルドから遠いホールドを

５ その他
① 国体選手団について
（木ノ内）
総監督：滝田会長、成年
男子監督は諸戸（富士高
校教諭）、成年女子監督
は難波（韮山高校教諭）
の承認を求め、承認され
る。
② 溶けないチョコレー
トについての紹介（滝田）
実物とパンフレットが示
された。アンケートに協
力できるところはお願い
したい。
③ リニア新幹線の南ア
ルプスに対する影響に関
する署名運動について
（滝田）
パンフレットと署名用紙
が配布された。対応はそ
れぞれの団体に任せる。
④
月 日の山の日記
念行事の今後の進め方に
ついて（滝田）
来年度も講演会や記念ハ
イクなどを実施する方向
で考えている。次年度の
やり方は実行委員会で今
後検討していく。
『意見』山の日の記念ハ
イクとスポーツフェスティ
バルの日程が近いと準備、
対応が難しくなるので日
程を考慮してほしい。
（清水雄三）

ボルダチックに取り、上
部壁に突入し、最も傾斜
の強い ・ ｍ地点まで
登り、力尽きてフォール
した。総合 位で健闘し
たと思う。
どの種別もそうである
が、特に成年男子は、ど
ちらかに特化しないと、
入賞は非常に困難である
と思われる。
（監督 諸戸明）

8
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【成年女子】
態と直結するか痛感した。
成年女子チームは力を
リードでは望月が個人
出し切れなかった。
位と健闘したが、東海
ボルダリング予選では、 ブ ロ ッ ク で １ 位 で あ っ た
１課題目で２人とも１回 北脇が中盤にさしかかっ
目のアテンプトを失敗し、 た や や 悪 い 部 分 で 目 測 を
そのまま調子に乗り切れ 誤りホールドをとり損ね
ずに終わってしまった。 て落下し、チーム順位
２人の実力からすると
位で予選落ちした。
位という順位は信じられ
昨年の成績や東海ブロッ
ないが、クライミング競 クの結果から、入賞は当
技の結果がいかに精神状 たり前という雰囲気があ
り、それが選手にプレッ
シャーになっていたこと
は考えられるが、経験や
メンタルを含めてまだ足
りないものが多いともい
える。２人とも来年も出
場する気持ちをもってお
り、伸び盛りの選手であ
る。今後も応援していき
たい。（監督 難波利行）
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12

国体は、広く国民の間
にスポーツを普及し、ス
ポーツ精神を高揚して国
民の健康増進と体力の向
上を図り、併せて地方ス
ポーツの振興と地方文化
の発展に寄与するととも
に、国民生活を明るく豊
かにしようとするもので
ある。
第 回国民体育大会
「希望郷いわて国体・希
望郷いわて大会」は、東
日本大震災津波からの復
興にむけて全力で取り組
んでいる最中での開催と
なり、「オールいわて」
で取り組んできた大会と
して実施された。
本大会の山岳競技は、

5
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１まで。第３課題は、ス
タートからダブルダイノ
の傾斜の強い面を、ダイ
ナミックに直上するルー
トで、伊藤が終了点まで
いくが両手マッチが出来
ず、完登ならず。田邉も
同地点まで迫るが、完登
できず。第 課題は、足
の悪い細かい部分をこな
すルートで完登率が最も
悪く下部でフォール。
課題とも０完登で 位。
前年よりも完登率は低かっ
たと思われる。ただ、第
１課題の田邉と第２課題
については完登の可能性
があったので課題の見極
めがあればと惜しまれた。
世界の大会の流れそのも
のにはりぼてを多用した
課題で、体幹、体力を使
わせるものが多かった。
８日（土）リード競技
予選
この日は朝から冷たい
雨が降り続き、ルート壁
は直接濡れないまでも、
湿り気が多く良いコンディ
ションとは言い難かった。
ｍの壁の高さで７ｍほ
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19
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上下段可変傾斜リード壁
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盛岡市で 月７日～９日
の間、開催され、本県か
らは、成年男子チームと
東海大会で勝ち抜いた成
年女子チームが参加した。
結果は、成年女子はリー
ド競技で 位と惜しくも
入賞できなかった。成年
男子は、実力を発揮でき
づ悔しい思いをした。成
女と成男チームの健闘を
大いに讃えたい。
（総監督 滝田博之）
【成年男子】
７日（金）ボルダリング
競技 予選
ボルダリングは、世界
選手権優勝者を含め、日
本のトップ選手の多くが
出場し、予選から厳しい
ルートセットが予想され
た。第一課題ははりぼて
が連続した、力を使わせ
る課題で、田邉がＢ２で
完登間近まで迫ったが、
トライ数が多く力尽きて
しまう。第２課題は、ス
ラブのバランスのいるムー
ブから、遠いスタンスを
踏み右の張りぼてに乗り
移るルートで 名ともＢ
2

300

1位
2位
3位
4位
5位
6位
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第17回 静岡県高校クライミング競技大会結果
男 子
女 子
望月 衛
富士宮西 鈴木彩有希 浜松日体
大橋 歩
浜松学芸
勝本 真衣 富士宮西
原 賢伸
浜松日体 與五澤ほのか 富士宮西
河合 康太 浜松日体
宮脇 菜緒 浜松日体
砂子 由弥 浜松日体
高柳 果穂 浜松日体
石原 大暉 浜松日体
佐伯 周音
富士
10

17
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ボルダ競技会場
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静岡県山岳連盟

1

71

平成２８年１１月２１（月）
永
宝
（４） 第１９号
平成２８年１１月２１日（月）
永
宝
第１９号
（１）

翌日 日は、天気予報
通り快晴。朝、４時から
朝食（雑煮）の支度。出
来上がったところで、さっ
さっと朝食を済ませ、５
時半、ヘッドライトを照
らしながら赤岳山頂を目
指して行者小屋を出発。
文三郎尾根に取りつく。
途中、階段に差し掛かっ
た辺りで、うっすら明る
くなり、中岳とのコルに
着くころには、すっかり
日が差してきた。皆、慎
重ながら、順調に歩を進
め、７時５分、赤岳山頂
に到着。頂上では、御岳
山、乗鞍岳、中央アルプ

ス、南アルプスの山並み
を始め、遠くは北アルプ
ス、富士山等々、３６０
度、手に取るように見る
ことができた。しばし休
憩の後、下山。途中、赤

23

たが、千円が妥当という
意見が多かった。入山料
の使途を公開する。
・トイレは、百円と２百
円であったが、百円の意
見が多かった。
・携帯トイレについては
普及に努め、回収ボック
スを増やすこと。
第２分科会
希少動物の保護・植物
多様性維持のための活動
について
・ボランティアの推進
第３分科会
自然保護指導員の活動
について
・日山協の自然保護規程
で自然保護憲章の精神を
浸透・推進する。
・自然保護指導員の減少・・
一番の問題は加齢、若い
会員に自然保護の大切さ

岳頂上山荘の広場で講師
によるミニ講話を聴く。
今回のテーマは「装備の
話とブロッケン現象につ
いて」ご本人の経験談を
踏まえ、合羽一つでもザッ
クと組み合わせれば人を
背負う道具の一つとして
も使えるなど貴重な話を
伺った。下山路は、地蔵
尾根をとる。怪我の８割
は下山の際起こることを
肝に銘じて、各人、石を
落とさないこと、滑らな
いよう注意して慎重に下
る。９時 分行者小屋に
到着。小屋に預けた荷物
を回収し、美濃戸口八ヶ
岳山荘駐車場 時前に到
着。整理体操のストレッ
チをした後、解散。帰路
の途中、小淵沢インター
手前の鹿の湯につかり、
二日間の汗を流した。
けがもなく、ほぼ予定
通りのスケジュールで終
えることが出来た。受講
者は、山の経験者が多かっ
たが、自炊というのはめっ
たに経験したことなく、
彼ら彼女にとってはいい
経験になったと思う。ぜ
ひ、今後の登山に活かし
てくれればいいなと思う。
（田中保広）
12

宝永の 号から岳連所
属山岳会の紹介コラムを
設け、毎号に１団体の紹
介をしていきます。
組織の状況、山行の状
況、トピック、ＰＲなど
会の実情を寄せていただ
きます。
傘下の山岳会の活動を
知り、参考にすることで、、
高齢化、若年層の不在、
会員募集、遭難対策、指
導者の育成、山行管理等
の悩みや疑問を解く手が
かりになればという思い
です。
原稿依頼が届きました
ら、積極的に執筆して頂
きますようお願いします。
（総務委員会）

山岳会紹介コラム

と、山や植物の美しさ等
の知識を高め、指導員に
養成する。
・専門家を招いた講演会
や、委員交流報告研修会
で自然保護の知識を高め
る。
＊前記のほか、杖の石突
きにゴムの装着を推進、
携帯トイレの利用普及の
推進の意見があった。
（豊田稔）

15

小 屋 泊 自 炊 で赤岳登山

15

秋山登山教室 座学を へて実習登山

（自転車レースの為水ヶ
塚～富士宮口 合目間が
一時通行止め）で大変な
混雑、Ｂコース受け付け
が 時間ほど遅れました
が、穏やかな天候の中ス
タートすることが出来ま
した。幕岩を抜けると富
士山山頂も確認でき、秋
晴れの中充実した登山と

なりました。
怪我・事故もなく無事
に終了出来た事に感謝し
ております。参加人数が
少なかったことは、募集・
広報等が不十分で有った
と反省しています、次回
には多数の参加を期待し
報告とします。
（佐藤幸男）

とも雨にも降られず、風 着であった。小屋に入っ
もなく、いいコンディショ て 持 ち 寄 っ た 炊 事 用 具 、
ンの中での山行をするこ 食材を使い、ちらし寿司
とができた。受講者は
用のご飯炊きと豚汁を、
名（女性４，男性８）で、 講 師 の 指 導 の も と 、 ４ つ
講師４名がサポートする の班に分かれてワイワイ
体制で臨んだ。
ガヤガヤ楽しく料理した。
日（土）は、美濃戸 料理の核心部は、ご飯炊
口八ヶ岳山荘前駐車場に、 き で あ る 。 い か に 、 芯 が
入らず、焦がさず炊くか。
その秘伝を、講師が特別
に教えてくれた。最初の
ポイントは、水の量であ
る。水を下界よりも少し
多めに入れ、一気に炊き
上げる、グツグツ茹だっ
てきたらしゃもじでかき
混ぜながら、水分がなく
なってくるのを待つ。水
分がなくなってきたなと
思ったら弱火にし、しば
らくして匂ってきたとこ
ろで、コッヘルをひっく
り返し、数分間蒸して出
来上がり。結果、わがＡ
班は、ちょっと芯がある
かな程度で、まあまあの
出来で炊きあがっていた。
お陰で、美味しいちらし
寿司と豚汁をごちそうに
なることができた。夕食
後は、皆で片付けと明日
の朝食の準備（雑煮、松
茸のお吸い物、もち３個）
を済ませてから、各自部
屋に引き上げ、懇談。
30

マイカー９台に受講生・
講師が単独あるいは乗合
で、 時に集合。駐車場
で、持ち寄った食材、共
同装備の確認と分配。皆
でストレッチ体操を行い、
宿泊場所の行者小屋に向
け出発した。 時 分。
一時間ほどで、美濃戸に
到着。ここから南沢に入
り、沢沿いの道をゆっく
りゆっくり登ること約３
時間で、赤岳、横岳直下
の行者小屋に到着。 時
分。ほぼ予定時刻の到

22

平成 年度自然保護委員総会
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また、実技登山当日の夕
食のメニューは、ちらし
寿司と豚汁、コッヘルで
の芯のできにくいお米の
炊き方などを伝えた。豚
汁を作るに当たっては、
各人１品づつの具を持ち
寄ることとした。
後段の山小屋泊まりの
講義では、山小屋を利用
する際は、小屋番を始め、
周りの人への気遣いをす
ることが大切、また、持
ち物ではヘッドライト、
地図・コンパス、雨具は、
どんな小さな山でも必要
であり、これを疎かにす
ると最悪の場合、命を失
うこともある等を伝えた。
座学の最後に、計画書
をもとに「赤岳」登山の
概要を説明し、受講者全
員がスケジュール、持ち
物等について意思統一し
た事を確認した。
【赤岳登山】
月 日～ 日、八ヶ
岳「赤岳」の実技登山。
天気予報では、土日のい
ずれかが雨であったので、
それなりの覚悟をしてい
たが、結果的には２日間

ニオンと呼ばれている谷
に下り、火山噴出堆積層
とフジアザミの群生する
中で記念写真を撮ること
が出来ました。途中世界
遺産登録された須走口浅
間神社に立ち寄っていた
だきました。

講師 東邦大学理学部
小林 篤氏
生息は、ヨーロッパア
ルプス、ロシア北部、日
本の妙高の火打岳から南
は光岳、イザルヶ岳など
で、昔樺太から渡って来
たと思われる。
乗鞍岳などで採取した
卵を、動物園などで育て
山に返すことを行ったが、
成功率は低かった。個体
数は 年 羽、 年 羽
と減少している。
活動報告
参加 都府県の自然保護
活動報告を行った。
分科会
第１分科会
オーバーユースとトイ
レ問題、入山料について
・委員へのアンケートで、
入山料３千円の意見もあっ
306

12

1

昨年度に引き続き、第
２回目の秋の登山教室で
ある。目指すところは、
夏山登山教室のワンラン
クアップであり、具体的
には「山で自炊の経験を
することで、テント泊登
山への一つのステップに
してもらいたい」という
思いを持っての企画であ
る。
目的地を、「錦秋の八ヶ
岳「赤岳」」と決め、参
加者は、事前に行う２時
間の座学を受講してもらっ
た。
【座学】
９月 日に行った座学
のテーマは、「山小屋泊
登山に必要な装備と技術」
である。
前段の山での食事の講
義は、自炊に必要な用具、
それらを使った料理と献
立がテーマである。用具
の解説では、実物を見せ
ながら、宿泊数やパーティー
の人数等によって持って
いくものが違う。用具を
購入する際は、「コンパ
クトで軽い」しかも「使
いやすい」ものがいい。
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スポフェス登山大会
10

12

5

3

40

22

秋 晴 れ の中 充 実 し た 登 山 に
28

20

平成 年度の自然保護
委員総会が 月 日（土）
～ 日（日）、国立オリ
ンピック記念青少年総合
センターで開催された。
委員総会が今年で 回
目を迎えたことから総会
の別称を「第 回記念
山岳自然保護の集い中央
大会」とし、大会のテー
マを「大都市に息づく百
年の森に集う」とした。
又、東京での開催は第
回が東京であること、明
治神宮の森など人工的に
作られ、年を経て巨樹の
森となった姿に、自然と
人間の関わりを感じてほ
しいとの思いからという。
基調講演
「山岳自然とライチョウ
の保護活動の現状につい
て」

80

28

28
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28

平成 年度の第 回し
ずおかスポーツフェスティ
バル登山大会は御殿場市
がホストを務め、９月
日、 日、富士山５合目
周辺を会場に開催しまし
た。
今大会は、国立中央青
少年交流の家を宿泊施設
と設定した為、他の団体
との交流も有りました。
初日Ａコースは富士山
須走登山道旧道を五合目
から小富士では小雨で視
界が悪く山梨県と静岡県
の県境を確認することが
できませんでした。早々
に本ルートに戻り、森林
の中を下りグランド・キャ
25

12

28

10

次の日、 日は前日の
雨が嘘のように晴れ、富
士山山頂には雪が見られ、
初冠雪・初雪と、もめま
したが甲府地方気象台か
ら目視できず初冠雪と記
録されないとの事でした。
Ｂコース登山スタート
地、御殿場口駐車場は観
光客・登山者・その他
25

1
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