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第６９回 東海高等学校総合体育大会 登山競技 実施要項 

                                

１．主催 東海高等学校体育連盟 

     愛知、静岡、岐阜、三重 各県教育委員会 

 

２. 後援 新城市、公益財団法人 愛知県スポーツ協会 愛知県山岳連盟（予定） 

 

３．主管 愛知県高等学校体育連盟 

 

４．期間 令和４年６月１７日（金）～１９日（日） 

 

５．会場 愛知県新城市 愛知県民の森・明神山 

 

６．日程 

第１日〈６月１７日（金）〉 会場：愛知県民の森 

                    （本部）１１：００～ 愛知県民の森 

１０：５０～１１：００ 受付（総監督・審査員・視察員） 

愛知県民の森     （モリトピア 玄関前） 

 １１：００～      審査員会議      （第１日本間） 

             総監督・視察員会議  （１階ロビー） 

１２：３０～      受付（監督・選手）  （モリトピア 玄関前) 

   

１３：３０～      開会式・登山隊編成  （第１会議室) 

        競技説明 

１４：３０～      自然観察審査     （第１会議室） 

            気象審査       （第１会議室） 

            救急法審査      （第１会議室） 

            天気図審査      （第１日本間） 

１５：３０～      装備審査       （第１会議室） 

１６：１５～      設営審査    （臨時駐車場） 

 

            炊事   （Bキャンプ場炊事場） 

 

１８：３０～      県内総務・行動役員会議（第３・４会議室） 

    審査員会議   （審査員宿泊室） 

２０：００～      監督・リーダー会議  （第１会議室) 

２１：００        就寝 

（選手は常設テント 1張に 2人で、監督はバンガローに宿泊） 

（総監督・審査員・行動役員・総務役員・視察員はモリトピアに宿泊） 

        

第２日〈６月１８日（土）〉 会場：明神山、愛知県民の森 モリトピア（本部） 

４：３０～    起床・炊事 

６：００     引継ぎ式、競技説明 （モリトピア前） 

６：３０  三河槙原駅へチームごとに移動 

    三河槙原駅より飯田線で三河川合駅へ 

    （7:07三河槙原駅発→7:14三河川合駅着） 

   ７：１４～    三河川合駅前から地蔵堂前へ誘導に従って移動 

   ７：４５     地蔵堂前集合 

   ８：００     競技スタート［メインザック・チーム行動（男子・女子共通コース）］ 
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《コース》 

愛知県民の森    三河槙原駅  鉄 道 移 動  三河川合駅    地蔵堂前（Ｓ１）   

乳岩峡登山口    鬼石（ＣＰ１ メインザックデポ、サブザック行動）    

明神山山頂（1016.3m）（ＣＰ２）    鬼石（ＣＰ３ メインザック行動）    

乳岩峡登山口（Ｇ１）   三河川合駅  鉄 道 移 動  三河槙原駅      愛知県民の森 

（行動時間 約６：３０ 休憩・審査含む) 

 １３：３０～  乳岩峡登山口から三河川合駅へチームごとに移動 

三河川合駅より飯田線で三河槙原駅経由、愛知県民の森へ 

         （14:44 三河川合駅発 → 14:51 三河槙原駅着） 

   １５：１５頃  愛知県民の森モリトピア玄関前着  部屋割り指示及び諸注意 

夕食までの時間帯   適宜入浴（１６：００～） 

１７：００   夕食（第１会議室） 

１９：００   県内総務・行動役員会議（第３・４会議室） 

   審査員会議 

２０：００   諸連絡・審査資料返却・質問受付（時間・場所は、当日、審査員が指示） 

     朝食配布 

（ＣＯＶＩＤ－１９感染拡大防止の為、本大会では講演会・選手交流会は実施しません） 

 

   ２１：００   就寝         

  

第３日〈６月１９日（日）〉 会場：愛知県民の森 モリトピア（本部） 

４：３０     起床・朝食 

   ６：００～   モリトピア前ロータリー集合 引継ぎ式 競技説明 

   ６：３０    競技スタート［サブザック行動・チーム行動、林道（ＣＰ４）まで下山後、 

林道はパーティ行動（男子・女子共通コース）］ 

《コース》 

モリトピア前（Ｓ２）   Ａキャンプ場東尾根登山口     東尾根展望台    

  シュートン分岐    明治百年記念広場（ＣＰ４・監督合流）    モリトピア前（Ｇ２） 

（行動時間 約３：００ 休憩・審査含む) 

 

 １０：００～１１：００ 審査員会議           （第１日本間） 

１１：００～１１：３０ 総監督会議           （第１日本間） 

１１：５０～      閉会式・表彰伝達        （第１会議室） 

１２：３０        解散 

 

７．参加資格及び人員 

 （１）選手は，学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。 

 （２）選手は各県高等学校体育連盟に加盟している生徒で，当該競技実施要項により参加資格を得

たものに限る。 

（３）(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会に令和 4年度の選手登録がしてある者。 

 （４）年齢は平成１５年（２００３年）４月２日以降に生まれたものとする。ただし，出場は同一

競技３回までとし，同一学年での出場は一回限りである。 

（５）参加校は、各県男子２チーム、女子２チームまでとする。各チームは４名で編成し、うち１

名をリーダーとする。男女混成のチームは認めない。 

（６）各チームに監督１名を置く。監督は高等学校教員であること。 

（７）各県に総監督１名を置く。総監督は高等学校教員であること。 

（８）出場する選手はあらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長及び所属する高等学校体育

連盟会長の承認を必要とする。 
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８．審査方法 

 （１）全国高等学校総合体育大会登山大会成績評価基準に順ずる。 

 （２）受付・競技説明後、愛知県民の森モリトピアにて選手は分担して以下の筆記審査を受ける。 

     ① 天気図：天気図作成審査を受ける。 

② 救急：医薬品検査と課題テストを受ける。 

③ 気象：気象の課題テストを受ける。 

④ 自然観察：自然観察の課題テストを受ける。 

 （３）チーム全員で装備と設営の審査を受ける。 

 

９．表彰 男女とも、優勝校に優勝旗・賞状・メダルを、２・３位校に賞状を授与する。 

 

１０．宿泊について 

 選手 監督 総監督・審査員 役員 

第１日【６月１７日（金）】 常設テント バンガロー モリトピア和室 第１，２日本間 

第２日【６月１８日（土）】 モリトピア和室 モリトピア和室 モリトピア和室 第１，２日本間 

 ※選手の宿泊は、全員指定の常設テントでの幕営とする（定員 6 人のテントを 2 人で使用する）。

寝袋を持参すること。 

 

１１．経費 

 （１）納入金について 

 選手(1チーム 4人) 監督 総監督・審査員 納入場所・方法等 

参加費 8000円   各県の高体連事務局に納入する。 

宿泊費 30100円 8300円 16800円 第 1日目受付時に納入する。 

輸送費 1280円 320円 0円 第 1日目受付時に納入する。 

合 計 39380円 8620円 16800円  

※1部屋または 1棟あたりの利用人数によって上記宿泊費が変更になる場合があります。 

＜参考＞  

・バンガロー1棟 1泊 4000円 

・モリトピア 和室 1泊：3-4人利用 4700円/1人、2人利用 5300円/1人、1人利用 5900円/1人 

・モリトピア 夕食：1600円/1人、朝食（弁当）：800円/1人 

（２）選手の宿泊費は、常設テント１泊、モリトピア１泊２食、合計２泊２食分 

（３）監督の宿泊費は、バンガロー１泊、モリトピア１泊２食、合計２泊２食分 

（４）総監督・審査員の宿泊費はモリトピア２泊５食分 

 

１２．参加申し込みについて 

   東海高等学校総合体育大会登山大会所定の参加申込書に必要事項を記入し、選手人数分の参加費

を添えて、各県の高体連事務局に提出する。 

 

１３．荒天対策 

登山隊長の要請に基づき、大会委員長が大会副委員長、行動隊役員、総務役員、審査員と協議し、

総監督会議に諮り、対策を決定する。 

 

大会２日目荒天の場合 

・予定ルートのうち、鬼石（ＣＰ１）から明神山周回を割愛して下山する。 

 

大会３日目荒天の場合 

・予定ルートのうち、東尾根展望台以降のコースを割愛し、赤木沢を下山する。 

・予定ルートのうち、東尾根コースを割愛し、シャクナゲ北尾根を下山する。 



 ４ 

１４．連絡事項 

（１）選手、監督は次の表示をすること。 

  ① １３cm×１８cm（Ｂ６版）の布の上半分に県名、下半分に学校名を横書きし、ザックの背

面等の視認しやすい位置に表示する。 

  ② ３cm×６cmの布に学校名を横書きし、左胸上部の視認しやすい位置に表示する。 

  ③ 上記①②の表示は、サブザック行動時、雨具装着時にも容易に視認できるようにしておく。 

（２）テント本体、フライの両方に校名を表示する。 

（３）地形図は大会本部配布のもの、または、国土地理院発行２万５千分の一地形図「三河本郷」

「熊」を使用する。 

（４）天気図用紙は第１号を使用する。 

（５）参加者は健康保険証を持参する。 

（６）食料・燃料について、愛知県民の森周辺の国道 151号線沿いには食料を購入できるコンビニ

はいくつかあるが、燃料となるガスのＯＤ缶は新城市中心部のホームセンター等でないと入

手は難しい。（ガソリンの使用は禁止する） 

 （７）ゴミの持ち帰りはもちろんのこと、節度ある使用を強く望む。 

（８）悪天による行程・日程の細部での変更がありえる。連絡事項等の確認を必ず行うこと。 

（９）その他は、全国大会に準ずる。 

（１０）ＣＯＶＩＤ－１９感染拡大防止のため、添付の「体調管理チェックシート①」を受け付け

時に提出すること。 

 

 

１５．本部連絡先 

（１）前日【６月１６日（木）】まで 

    大会委員長  小島 洋平 

愛知県立岡崎高等学校  〒444-0864 岡崎市明大寺町伝馬１ 

TEL：0564-51-0202 FAX：0564-55-9422 

大会総務   利渉 幾多郎 

名古屋市立向陽高等学校 〒466-0042 名古屋市昭和区広池町４７ 

TEL：052-841-7138 FAX：052-853-2543 

（２）大会期間中【６月１７日（金）～１９日（日）午前】 

    愛知県民の森     TEL：0536-32-1262 

大会委員長  小島 洋平 TEL：090-6766-8037 

大会総務   利渉 幾多郎 TEL：090-6597-6475 

 

１６．医療機関 

      星野病院     愛知県新城市大野字上野 70-3   TEL：0536-32-1515 

 

１７．その他 

・愛知県民の森モリトピアでは、入館前に衣服，ザック，登山靴の泥などはよく落とすこと。 


