
第５回全日本マスターズクライミング選手権大会参加者へのお知らせ 

 

暫定タイムスケジュール       

  8：30～9：00  選手受付  

8：30 ウォーミングアップエリア(サブアリーナ内)オープン デモビデオ上映開始 

9：10  開会式 競技説明(サブアリーナ内) 

  9：40  ファンクラス１本目、男子マスタークラス予選１本目競技開始  

  10：30 ファンクラス１本目競技終了、女子マスタークラス予選１本目競技開始 

11：20  女子マスタークラス予選１本目競技終了    

11：40 男子マスタークラス予選１本目競技終了        

12：00 マスタークラス予選２本目競技開始 

  13：00  ファンクラス２本目競技開始 

  14：00 ファンクラス２本目競技終了 

14：20  マスタークラス予選２本目競技終了 

  14：30 マスタークラス決勝アイソレーションオープン 

14：40 マスタークラス決勝アイソレーションクローズ 

15：40 マスタークラス決勝選手紹介・オブザベーション 

15：50 マスタークラス決勝競技開始（男女交互に進行） 

16：50  マスタークラス決勝競技終了 

17：10 表彰式 記念写真撮影 

17：30 終了・解散 

※競技開始後の時間はあくまで目安で、競技進行状況によって変わる可能性があります。 

会場 

千葉県印西市 印西市松山下公園総合体育館 

 〒270-1367 千葉県印西市浦部 275番地 

  最寄り駅 北総鉄道北総線 千葉ニュータウン中央駅、JR 成田線 木下駅、布佐駅 

※ 会場へのバス（ふれあいバス）は本数も乗車定員も少ないのでご注意ください。

基本的には自家用車またはタクシーの利用となります。 

西ルート 

千葉ニュータウン中央駅北口 7：17 → 松山下公園 7：29 

千葉ニュータウン中央駅北口 8：23 → 松山下公園 8：37 

木下駅 7：59 → 松山下公園 8：08 

木下駅 9：12 → 松山下公園 9：21 

 

布佐ルート 



木下駅南口 8：55→ 布佐駅東口 9：10 → 松山下公園 9：17 

千葉ニュータウン中央駅北口 7：45 → 松山下公園 7：59 

※ 帰りのバスは、千葉ニュータウン中央駅北口へは 18:23 発（西ルート）と 18：52

発（布佐ルート）、木下駅へは 17：08 発（西ルート）、布佐駅東口と木下駅南口へ

は 17:24 発（布佐ルート）が最後です。 

※ 時刻表は印西市のウエブサイトをご覧下さい。 

http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1339027538920/files/ru-tozu.pdf 

競技方式 

・マスタークラス  予選はフラッシング 2本、競技時間６分、決勝はオンサイト１本、

競技時間６分 

           決勝進出者は予選総合成績の男子上位 8名、女子上位 6名。 

・ファンクラス   フラッシング２本、競技時間 6分。 

決勝は行わず、２本のルートの順位ポイントの相乗平均（2本の各

ルートの順位ポイントをかけ合わせた数値の小さい方が上位）に

より総合順位を算出。 

・競技ルートはすべて、既存のホールドやルートを示すテープを残したまま、競技用ル 

ートのホールドを新たなテープで指示するテープ課題です。ルートではないホールド 

を使用しないように十分ご注意ください。間違って違うホールドを使用した場合は元 

に戻って登りなおせば 1回目はＯＫ、同じ場所で２回目、あるいは元に戻れない場合 

は競技中止となります。（特別ルール）                   

表彰    

① マスタークラス男子 総合第１位から第３位まで 

1954年以前の生まれ、1955年以降の生まれ、それぞれの第１位から３位まで 

② マスタークラス女子 第１位から第３位まで 

③ ファンクラス男子 第１位から第３位まで   ⑤ファンクラス女子 第１位か

ら第３位まで 

注意事項 

・会場内は土足禁止です。上履きと下足入れの袋をご用意ください。 

・マスタークラス予選およびファンクラスはフラッシュのためアイソレーションに入る必要

はありませんが、受付後はデモビデオを上映しているサブアリーナでウォームアップを行

うことができます。 

・観戦は指定された観戦エリア内でおこなってください。 

・予選開始前 9時 10分からサブアリーナで開会式および競技説明を行います。 

http://www.city.inzai.chiba.jp/www/contents/1339027538920/files/ru-tozu.pdf


・マスタークラス決勝はオンサイト方式のため、一旦アイソレーションに入った後は外に出

られません。携帯電話など電子通信機器類は知り合いの方に預けてください。預けられな

い方のみ主催者側で競技終了後までお預かりしますので、必ずアイソ受付スタッフに申し

出てください。 

・体育館内に飲料の自販機はありますが、近くにコンビニやレストランはありませんので、

食料・ドリンク類は予め各自でご用意ください 

・館内は禁煙です。引率の方などの喫煙は、2 階の屋外にある所定の喫煙場所でお願いしま

す。その場合の吸い殻の処理は各自で責任を持っておこなってください。 

・食事はアリーナ１階のフロアではできません。２階の観客席やアリーナの外でお願いしま

す。 

 ・決勝進出者は予選と同じゼッケンを使用します。 

暫定競技順 

＜マスタークラス＞        

ゼッケン 氏名 よみがな 性別 クラス 生年 居住地 予選１本目 予選２本目 

MM０１ 増子 忠幸 ましこ ただゆき 男子 マスタークラス 1962年 東京都 1 13 

MM０２ 梶谷 昌生 かじたに まさお 男子 マスタークラス 1959年 千葉県 2 14 

MM０３ 関 金正 せき きんしょう 男子 マスタークラス 1955年 栃木県 3 15 

MM０４ 久保田 修弘 くぼた のぶひろ 男子 マスタークラス 1943年 神奈川県 4 16 

MM０５ 宮原 敏明 みやはら としあき 男子 マスタークラス 1954年 佐賀県 5 17 

MM０６ 五十嵐 正実 いがらし まさみ 男子 マスタークラス 1957年 千葉県 6 18 

MM０７ 高橋 一也 たかはし かずや 男子 マスタークラス 1963年 東京都 7 19 

MM０８ 小田部 拓 こたべ ひらく 男子 マスタークラス 1958年 東京都 8 20 

MM０９ 松本 昇 まつもと のぼる 男子 マスタークラス 1963年 千葉県 9 21 

MM１０ 石山 良一 いしやま よしかず 男子 マスタークラス 1961年 東京都 10 22 

MM１１ 石川 勝久 イシカワ カツヒサ 男子 マスタークラス 1958年 東京都 11 23 

MM１２ 千葉 健吉 チバ ケンキチ 男子 マスタークラス 1956年 千葉県 12 24 

MM１３ 川本 晴功 かわもと はるのり 男子 マスタークラス 1963年 千葉県 13 25 

MM１４ 舛井 充昭 ますい みつあき 男子 マスタークラス 1963年 広島県 14 1 

MM１５ 中村 伸明 なかむら のぶあき 男子 マスタークラス 1949年 千葉県 15 2 

MM１６ 奈木 昌彦 なぎ まさひこ 男子 マスタークラス 1955年 静岡県 16 3 

MM１７ 内山 治 うちやま おさむ 男子 マスタークラス 1958年 埼玉県 17 4 

MM１８ 畑野 和宏 はたの かずひろ 男子 マスタークラス 1963年 北海道 18 5 

MM１９ 飯塚 康弘 いいづか やすひろ 男子 マスタークラス 1964年 群馬県 19 6 

MM２０ 平塚 延幸 ひらつか のぶゆき 男子 マスタークラス 1952年 埼玉県 20 7 



MM２１ 本田 達 ほんだ たつ 男子 マスタークラス 1963年 山形県 21 8 

MM２２ 野中 哲夫 のなか てつお 男子 マスタークラス 1946年 東京都 22 9 

MM２３ 林 道弘 はやし みちひろ 男子 マスタークラス 1956年 神奈川県 23 10 

MM２４ 和田 英城 わだ ひでき 男子 マスタークラス 1961年 千葉県 24 11 

MM２５ 齋藤 昌之 さいとう まさゆき 男子 マスタークラス 1956年 山形県 25 12 

         

ゼッケン 氏名 よみがな 性別 クラス 生年 居住地 予選１本目 予選２本目 

MF０１ 羽鎌田 裕子 はかまだ ゆうこ 女子 マスタークラス 1957年 千葉県 1 6 

MF０２ 岸田 みゆ貴 きしだ みゆき 女子 マスタークラス 1966年 千葉県 2 7 

MF０３ 出﨑 直美 でさき なおみ 女子 マスタークラス 1966年 広島県 3 8 

MF０４ 深見 沢子 ふかみ さわこ 女子 マスタークラス 1969年 千葉県 4 9 

MF０５ 青木 ほなみ あおき ほなみ 女子 マスタークラス 1956年 静岡県 5 10 

MF０６ 千葉 貴子 ちば たかこ 女子 マスタークラス 1960年 千葉県 6 1 

MF０７ 中井 晶子 なかい あきこ 女子 マスタークラス 1967年 千葉県 7 2 

MF０８ 藤江 理枝 ふじえ りえ 女子 マスタークラス 1958年 東京都 8 3 

MF０９ 福田 道子 ふくだ みちこ 女子 マスタークラス 1969年 千葉県 9 4 

MF１０ 保科 めぐみ ほしな めぐみ 女子 マスタークラス 1961年 福島県 10 5 

         

＜ファンクラス＞        

ゼッケン 氏名 よみがな 性別 クラス 生年 居住地 １本目 ２本目 

FM０１ 奥谷 晶 おくたに しょう 男子 ファンクラス 1949年 千葉県 1 3 

FM０２ 小森 栄治 こもり えいじ 男子 ファンクラス 1940年 茨城県 2 4 

FM０３ 森 秀雄 もり ひでお 男子 ファンクラス 1949年 千葉県 3 5 

FM０４ 是枝 正國 これえだ まさくに 男子 ファンクラス 1935年 茨城県 4 1 

FM０５ 前澤 一秋 まえざわ かずあき 男子 ファンクラス 1964年 東京都 5 2 

         

ゼッケン 氏名 よみがな 性別 クラス 生年 居住地 １本目 ２本目 

FF０１ 菊池 久美子 きくち くみこ 女子 ファンクラス 1966年 埼玉県 1 4 

FF０２ 虎谷 眞澄 とらたに ますみ 女子 ファンクラス 1956年 広島県 2 5 

FF０３ 黒澤 哉子 くろさわ ちかこ 女子 ファンクラス 1968年 茨城県 3 6 

FF０４ 松本 かをる まつもと かをる 女子 ファンクラス 1964年 千葉県 4 1 

FF０５ 石井 裕子 いしい ひろこ 女子 ファンクラス 1951年 茨城県 5 2 

FF０６ 野村 知子 のむら ともこ 女子 ファンクラス 1960年 千葉県 6 3 

 



連絡および問い合わせ先、競技当日の緊急連絡先（受付に遅れそうな場合など）： 

目次（めつぎ）俊雄 ０９０-１７９１-９１４５、 山本和幸 ０９０-７１８８-９８４４ 

 

■個人情報の取り扱いについて 

本大会の参加申し込みにあたり参加者の皆様からお預かりしました個人情報の管理・運営には

関連法規に従い、細心の注意をもってこれにあたります。 


