
近畿地区山岳連盟 主催 

第 10 回 近畿ユースクライミングカップ 
 
 

1. 場 所 ディーボルダリングプラスリード なんば 
大阪府大阪市中央区難波千日前 12-35  スイングよしもとビル 3F・4F 

 
2. 日 時 2022 年 7 月 2 日（土）予選 ・ 3 日（日）決勝 
 
3. 主 催 近畿地区山岳連盟 

 
4. 協 賛 株式会社 SUNDANCE OUTDOORS 

有限会社セブンエー 
 
 

          敬称略・順不同 

 
5. 特別協賛 ディーボルダリングプラスリード なんば ／ 大器株式会社 

 
6. 参加資格 

近畿府県（滋賀県・京都府・奈良県・大阪府・兵庫県・和歌山県）に在住し、2003 年 1 月 1 日～2012
年 12 月 31 日生まれの者であり、リードクライミングを安全に行うことができる者。 
 

7. カテゴリー 
男子ジュニア 女子ジュニア（2003 年、2004 年生まれ） 
男子ユース A 女子ユース A（2005 年、2006 年生まれ） 
男子ユース B 女子ユース B（2007 年、2008 年生まれ） 
男子ユース C 女子ユース C（2009 年、2010 年生まれ） 

ユース D／男女混合    （2011 年、2012 年生まれ） 

※人数に応じてカテゴリーの統合、分割をおこなうことがあります。 

※定員は、全カテゴリーの合計で 120 名以内を予定しています。 

 
8. 競技スケジュール 

7 月 2 日（土） 選手受付 

予選 

09:00～09:30 

10:30～17:00 （フラッシング競技 2 ルート） 

7 月 3 日（日） 

 

ユース D・女子受付 

ユース D・女子決勝 

男子受付 

男子決勝 

表彰式 

08:30～09:00 （9:00 アイソレーションクローズ） 

09:30～13:00 

12:30～13:00 （13:00 アイソレーションクローズ） 

13:30～16:20 

16:40 

※競技スケジュールは、参加者数などにより変更する場合があります。 

※男子の決勝進出者は女子決勝の観戦はできません。 

 



9. 競技内容 

各カテゴリーとも、予選（2 ルート・フラッシング方式）、決勝（1 ルート・オンサイトリード方式）

の 2 ラウンド制を予定しています。 

 
10. 表 彰 カテゴリー別の上位 3 名までを表彰 

※総合優勝者（ユース C～ジュニア）にはトロフィー授与 
 
11. 参加費 ７,５００円（保険料を含む） 

申込み後、６月２２日（水）までに下記口座まで郵便振替・ゆうちょ銀行振

込にてお支払いください。 

 
三井住友銀行 三宮支店（店番号 410） 
普通預金 口座番号 2399627 
口座名 高木 亮祐 （タカギ リョウスケ） 
 
※入金は参加選手の名義でおこなってください。それ以外の方の名義では入金確認ができ

ない場合があります。 
※参加費入金後にキャンセルの場合は、返金は致しませんのでご了承ください。 
※領収書は振込受領書が原則ですが、別途必要な場合は当日受付までお申し出ください。 

 
12. 申込方法 

申込は Web のみです。 

申込受付は６月 1 日（水）からです。 
申込締切は６月 15 日（水）とします（必着）。 
定員になり次第、申込を締め切ります（120 名を予定／先着順） 
お申込後、仮受付を完了後に特設ウェブサイト上に名前を掲示します。 
※名前の反映までに 大 3～5 日程度かかる場合がございます。 
※選手受付案内等の郵送は行いません。特設ウェブサイトにて確認してください。 
※予選競技順は、大会前日（7 月 1 日（金））16 時に公開予定です。 
※予選デモビデオは、大会前日（7 月 1 日（金））19 時に公開予定です。 

 
13. 問い合わせ 

やむをえず、出場を辞退される場合は、必ずご連絡ください。 

※入金後の参加費返金は行いません。 

 

近畿ユースクライミングカップ大会事務局 

事務局 戸田和樹 090-2597-5897 
 

14. 注意事項 
(1) 参加者には傷害保険をかけますが、競技外の疾病に対して責任を負いませんのでご了承ください。 
(2) 盗難・紛失等に関して、主催者および関係機関は一切責任を負いませんのでご了承ください。 
(3) 申し込みは、定員に達し次第締め切ることがあります。 
(4) カテゴリーは参加人数により統合・分割する可能性があります。 
(5) 本競技会出場選手の競技会期間中の肖像権のすべての権利は大会主催者およびディーボルダリ

ングプラスリード なんばにあるものとします。 
 
 



15. 新型コロナウイルス感染症対策 

本大会への参加にあたって、選手・大会関係者の感染防止を図るため以下の項目についてご協力のほどお

願い致します。 

なお、国内・近畿圏内の感染拡大による政府・自治体等の緊急事態宣言発出、上位団体等よりの自粛要請

等、諸般の事情により参加者の健康を担保できないと判断した場合は、本大会を中止・延期とする場合があ

ります。 

 

(1) 入場人数の制限等に関する取り組み 

本大会は有観客試合として執り行いますが、選手本人以外の観戦については、選手 1 名につき帯同 1

名のみとさせていただきます。※事前申請は必要ありません。 

 

(2) 大会前後 2 週間の健康観察（専用用紙にて） 

会場に入場するすべての人は、前後 2 週間の健康観察をお願いします。 

健康観察については専用用紙にて、毎日の検温記録および健康状態の記入を行ってください。 

※健康状態の記録が確認できない場合、当日の入場をお断りします。 

 

なお、大会前後 10 日間に PCR 検査を受けた方、同居する家族や近親者にコロナウイルス陽性の方が

いる場合、コロナウイルス陽性者の濃厚接触者として保健所からの指導がある場合、コロナウイルス陽

性者との接触等の不安がある方は必ず経緯等を主催者まで報告してください。 

 

(3) 受付 

① 大会当日、受付にてマスク着用の確認、体温測定、健康チェック用紙の確認を行います。 

② 2 週間の健康チェックの未実施および体調に次の症状がある場合、会場への入場を禁止します。 

(1) 発熱（37.5 度以上）、体調がよくない（発熱・咳・咽頭痛・味覚、嗅覚異常などの症状が続いて

いる） 

(2) 同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる。 

(3) 過去 10 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合。 

 

(4) 競技用ロープの持参 

今大会は、感染防止としてロープは選手個人のものを使用しますので持参してください。 

ロープの仕様は、以下の通りとします。予選受付時に確認を行います。 

＜適合条件＞ 

① ロープは、シングルで PSC、EN892、UIAA に適合していること。長さは 30m 以上とする。 

② ロープの径は呼び径 9.0ｍｍ～10.0ｍｍとする。 

③ 以下に当てはまるロープは安全上問題がありますので使用できません。 

(1) 通常クライミングでは使用しない化学物質（酸 、バッテリー電解液など）に触れたことがある 

(2) 芯が見えている 

(3) 外皮が激しく毛羽立っている、損傷している 

(4) 外皮と芯がずれている 

(5) 部分的に固くなったりまたは柔らかくなったりして他の部分と違和感がある部位が生じている 

(6) 長い墜落や落下係数 1 を超える墜落を受けた 



※落下係数 1 を超える墜落： 

 クライマーの墜落距離 ÷ ビレイヤーとクライマー間のロープの長さ 

 クライマーが 4m 登ったところで 4m 墜落した場合、落下係数＝4÷4＝1 となる 

(7) ひどく汚れている 

(8) 摩擦による熱や火などの熱を受けたことがある 

(9) 毎週の使用で 1 年以上経過しているもの 

(10) 月 1～3 回の使用で 3 年以上経過しているもの 

 

 

(5) 遵守事項 ＜選手、大会関係者共通＞ 

① マスクは各自持参ください。 

② 大会中の感染防止として、マスクの着用、手洗い及びアルコール消毒をお願いします。３密防止、

ソーシャルディスタンス、導線等については役員の指示に従ってください。 

③ 受付・会場内・ウォームアップ中は必ずマスクの装着を行ってください。 

競技中のみ外して登ることができます。 

④ 飲食は、共用しないでください。また、会場内での飲食は禁止とします。 

⑤ 会場内では選手・観客とも常にマスクを着用し、大声での会話・観戦はお控えください。 

※観戦スペースは非常に狭く、他者との距離が短くなります。各自で対策を徹底してください。 

⑥ 大会参加前 2 週間は特に感染症対策の徹底を心掛け、マスクなしでの会話、会食等、コロナウイ

ルス感染を誘因する行動・生活は厳に慎んでください。 


