
平成３１（２０１９）年度県民総合体育大会山岳競技 

     兼 第７４回国民体育大会山岳競技茨城県大会 

     兼 平成３１年（２０１９）年度第２７回スポーツクライミング競技会 

 兼 第２２回 JOCジュニアオリンピックカップ大会茨城県大会 

  

  期 日  2019年 4月 20日（土） 

  会 場  鉾田総合公園体育館及び屋外クライミングウォール 

  主 催  茨城県・茨城県教育委員会・公益財団法人茨城県体育協会 

  主 管  茨城県山岳連盟 

  協 力  鉾田市教育委員会国体推進室 

  大会役員 会 長     二階堂章信   

       副会長     小森栄治 田所洋一 

  競技役員 総 務     海老沢季雄 

       総務員     一ノ瀬正節 薄井晴男 細谷浩美    

       競技委員長   椎名正明 

       競技部長    木村実  

       強化委員長   森正夫  

       ルートセッター  松島暁人 広畠裕士 國井敬一 

   審判長     長谷川美玲  

   受付      上田正之 

   成績集計    笠原健一 

   ﾘｰﾄﾞ主任審判  瀬谷修  

   ﾘｰﾄﾞ審判員   落合淳利 小沼明美 大谷裕一 佐藤正彦 

   ﾘｰﾄﾞ計測記録員 木村貴雄  

   ﾘｰﾄﾞ記録 VTR   小笠原聡子 鈴木知央 

   ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ主任審判長  谷川国広 

   ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ審判  泉広光 伊澤千絵子 安部勝義 小磯栄 

           益子勝 

   主任ビレイヤー 宮下直人  

   ビレイヤー   宇野隆之 田中真伸 黒澤哉子 篠原 毅  

           山本茂男 根本康生 吉成勘九郎 



会場式典   松本重男 本橋和子 

物品運搬   中島淳 柿崎恒一 岩井弘美  

救護     沼田ほあし 

トレーナー  菊池信也 長山尽 佐々木優太 

 

日 程  ８：００ 役員集合 

     ８：１５ 選手受付・ウォーミングアップ開始 

     ８：４５ 開会式（体育館） 

     ９：１０ リード競技予選開始（屋外リード壁） 

    １１：３０ リード競技予選終了 

    １２：４０ 少年女子ボルダリング競技開始 

    １３：３０ 少年男子ボルダリング競技開始 

    １４：５０ 成年男子ボルダリング競技開始 

    １５：３５ リード競技中２以下決勝選手紹介・オブザベーション 

    １６：１５ リード競技国体選考決勝選手紹介・オブザベーション 

    １７：３０ 閉会式（体育館） 

 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。 

 

式次第  

  開会式（体育館）          閉会式（体育館） 

１）開会の言葉：田所洋一       １）開会の言葉：小森栄治 

２）会長挨拶：二階堂章信       ２）講評及び成績発表：松島暁人 

３）来賓紹介：鉾田市教育長石﨑千惠子 ３）表彰 

４）競技概要説明：長谷川美玲     ４）会長挨拶：二階堂章信 

５）競技開始宣言：椎名正明      ５）競技終了宣言：木村実 

６）事務連絡             ６）事務連絡 

７）閉会の言葉：田所洋一       ７）閉会の言葉：小森栄治 

 

 



参加者 

ｾﾞｯｹﾝ 氏　　　名 JOC 国体 ｾﾞｯｹﾝ 氏　　　名 JOC 国体
1 海老澤 美咲 Y-B 少女 21 佐川 達哉 Jr 少男
2 村田 瑠愛 Y-B 少女 22 庄司 龍之介 Jr 少男
3 今井 美咲 Y-A 少女 23 石田 諒 Jr 少男
4 菊池 野音 Y-A 少女 24 今泉 結太 Jr 成男
5 森 秋彩 Y-A 少女 25 野村 真一郎 成男
6 長谷川 佳穂 Jr 少女 26 沼尻 拓磨 成男
7 広畠 佑子 成女 27 青木 萌稀
8 小林 由佳 成女 28 遠藤 楓奈
9 勢子 太陽 Y-B 少男 29 藤枝 春希

10 遠藤 柊太 Y-B 少男 30 伊藤 悠
11 泉 悠希 Y-B 少男 31 稲川 紗良
12 大金 瑞生 Y-B 少男 32 原 菜都美
13 田中 慧樹 Y-B 少男 33 小磯 遥花 Y-C
14 川崎 優人 Y-A 少男 34 樋口 瑞希 Y-C
15 山岡 拳大 Y-A 少男 35 益子 駿 Y-C
16 安藤 悠 Y-A 少男 36 高原 幹太 Y-C
17 萩谷 笙永 Y-A 少男 37 村越 佳歩 Y-C
18 田所 央 Y-A 少男 38 飯田 大斗 Y-C
19 石崎 天琉 Y-A 少男 39 佐藤 悠織 Y-C
20 高山 優槻 Y-A 少男 40 今泉 到樹 Y-C

41 高須 愛椛 Y-B
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