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第7回 

スポーツクライミング 

東京選手権大会 
 

7th TOKYO SPORT CLIMBING CHAMPIONSHIPS 
 

兼 

第76回国民体育大会スポーツクライミング競技東京都代表選考会 

2021年度東京都ジュニア強化指定選手選考会 

 

 
ボルダリング、リード 

葛飾区・東金町運動場スポーツクライミングセンター 

2021年4月10日-11日  

主催: 公益社団法人東京都山岳連盟 
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主 催 

公益社団法人東京都山岳連盟（TMF） 

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-10 パークサイドセブン2F 

Tel. 03-3526-2550 （月曜〜金曜 13:00〜17:00） Fax. 03-3526-2551（常時） 

ウェブサイト https://www.togakuren.com/ 

 

企画・運営（問い合わせ先） 

TSC2021実行委員会 

委 員 長 栗田 季慎子 

副 委 員 長 柿崎 暢, 百瀬 恭平 

連 絡 先 sportclimbing.tokyo@gmail.com 

大会サイト http://www.sport-climbing.tokyo/ 

 

運営協力 

葛飾区 

東京スポーツクライミングクラブ（TSCC） 

 

協 賛 

KAILAS 

 

競技種目、会場および期日 

種目 会場 期日 

ボルダリング 
東金町運動場スポーツクライミングセンター 

（東京都葛飾区） 

2021年4月10日(土) 

リード 
東金町運動場スポーツクライミングセンター 

（東京都葛飾区） 

2021年4月11日(日) 

 

競技規則 

原則、JMSCAスポーツクライミング競技規則（2021年1月制定）に準ずるが、一部異なる場合があ

る。 

※新型コロナウイルス(COVID-19)感染防止対策については、IFSCルール補遺、及びJMSCA COVID-

19大会開催運営ガイドラインに準ずる。 

 

観 戦 

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策により制限する場合があります。 

 

 

 

https://www.togakuren.com/
mailto:sportclimbing.tokyo@gmail.com
http://www.sport-climbing.tokyo/
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競技種別 

成年男子、成年女子、少年男子、少年女子、ジュニア男子、ジュニア女子 

 

参加資格、募集人員 

種別 資格 
募集人員 

ボルダリング リード 

成年男女 
大会開催年の4月1日現在、 

18歳以上の者 

20 名 

男子：10名 

女子：10名 

20 名 

男子：10名 

女子：10名 

少年男女 

大会開催年4月1日現在、 

14歳以上18歳未満の者 

（中学3年〜高校3年） 

30 名 

男子：15名 

女子：15名 

30 名 

男子：15名 

女子：15名 

ジュニア

男女 

大会開催年の4月1日現在、 

9歳以上14歳未満の者 

（小学4年〜中学2年） 

40 名 

男子：20名 

女子：20名 

40 名 

男子：20名 

女子：20名 

※緊急事態宣言の発出またはその他関係機関からの要請があった場合等、募集人員を制限する場合

があります。 

 

参 加 費 

1種目につき5,000円 

 

申込期限・方法 

2021年3月18日（木）18:00より 3月26日（金）18:00まで 

大会特設ウェブサイト ( http://www.sport-climbing.tokyo/ ) から、記載の注意事項を遵守して申

し込むこと。 

連絡なく期日までに参加費の入金が確認できない場合は参加を取り消します。 

 

表 彰 

各種別1位から3位までの入賞者にメダルを授与する。 

各種別の3種目総合優勝者には表彰楯を授与する。 

 

総合得点および順位 

3種目総合優勝者は最多得点選手1名とする。得点はIFSC国際競技規則が定める世界選手権総合順位

の算出方法に基づいて決定する。 

 

※表彰、総合得点および順位について、3種目目のスピードは今秋頃に開催予定で調整中です。 

 

 

http://www.sport-climbing.tokyo/
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競技会オフィシャル 

 ボルダリング リード 

テクニカル・デリゲイト 大沼 広夢 大沼 広夢 

審判長 中村 正 中村 正 

主任審判員 栗田 祥司 藤江 理枝 

チーフ・ルートセッター 岩橋 由洋 松島 暁人 

ルートセッター 

 

水口 僚 

松浦 凌 

岡野 寛 

 

 

日 程 

4月10日(土) ボルダリング 

ジュニア女子 7:55-8:25 選手受付、ウォームアップエリア・オープン 

8:40-9:30 予選 

コンテスト方式: 50分 

ジュニア男子 9:00-9:30 選手受付、ウォームアップエリア・オープン 

09:45-10:30 予選 

コンテスト方式: 45分 

少年女子・成年女子 10:00-10:30 選手受付、ウォームアップエリア・オープン 

10:45-11:25 予選 

コンテスト方式: 40分 

少年男子・成年男子 10:55-11:25 選手受付、ウォームアップエリア・オープン 

11:40-12:25 予選 

コンテスト方式: 45分 

全種別 13:05-13:25 決勝アイソレーションゾーンオープン/クローズ  

全種別 14:30- 選手紹介・オブザベーション 

ジュニア女子 

少年女子・男子 

14:45- 決勝 

（3種別同時・競技時間4分） 

ジュニア男子 

成年女子・男子 

前種別終了次第 決勝 

（3種別同時・競技時間4分） 

全種別 17:20 表彰式 
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4月11日(日) リード 

全種別 8:30-9:00 選手受付、アイソレーションゾーンオープン/クローズ 

ジュニア男子・女子 9:30- オブザベーション 

成年女子・少年女子 

成年男子・少年男子 

9:40- オブザベーション 

ジュニア男子 9:50-11:10 予選（オンサイト、競技時間6分） 

ジュニア女子 9:50-11:40 予選（オンサイト、競技時間6分） 

成年女子・少年女子 10:00-11:00 予選（オンサイト、競技時間6分） 

成年男子・少年男子 10:00-11:50 予選（オンサイト、競技時間6分） 

全種別 12:05-12:35 アイソレーションゾーンオープン/クローズ 

全種別 13:35- 選手紹介・オブザベーション 

全種別 13:55-14:55 決勝（同時進行、オンサイト、競技時間6分） 

全種別 15:15 表彰式 

※各種目、種別の競技時間等は参加人数確定後変更される場合があります。 

※当日の進行状況によって変更する場合があります。 

※荒天等により、大会の中止や縮小等が生じる可能性があります。 
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注意事項 

 

※補足資料として、別紙の「競技注意事項」も合わせて必ずご確認下さい。 

 

◆新型コロナウイルス感染症対策 

別途発表する競技注意事項記載の感染症対策を実施します。 

◆肖像権 

本大会出場選手の大会期間中の肖像に関わる権利は大会主催者の管理下にあるものとします。 

◆返金 

お支払いただいた参加費はいかなる場合にも返金されません。但し、新型コロナウイルス感染症発

症もしくはその疑いがある場合の欠場の場合は、参加費の払い戻しを行う場合があります。 

◆保険 

出場者の傷害保険は主催者側で付保しますが、競技中の事故に起因する障害以外の疾病に対しては

責任を負いませんのでご了承ください。 

◆盗難等 

盗難・紛失および駐車場などでの事故に関して、大会主催者は一切の責任を負いませんのでご了承

ください。 

◆公式掲示板 

新型コロナウイルス感染症の予防対策の一環として、競技順、成績等を掲示する公式掲示板の会 

場内への設置は行いません。代替措置として、インターネット上に公式掲示板を設置します。 

◆選考会 

本大会は「第76回国民体育大会スポーツクライミング競技東京都代表選考会」および「2021年度東

京都ジュニア強化指定選手選考会」を兼ねます。各選考会の詳細については、大会特設サイトをご

確認ください。 

 

 

 

本事業は、スポーツ振興くじ助成を利用して実施される予定です 


