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ＩＦＳＣリードワールドカップ印西2019
　印西市でのワールドカップの開催は５年ぶり。開催

決定後、ゴルフの最高峰ツアーＰＧＡと日程が重なる

ことが判明。宿泊やバスの確保に難航した。そして開催

直前、台風21号の影響で千葉県に多くの水災害が起こ

り、会場近くの河川“亀成川”に洪水警報４が発令され

る。選手、スタッフの移動に影響がでた。レジストでは、

スタッフが会場（成田）に３時間かかっての移動。来ら

れないチームもありレジストはメールでの対応も可とし

た。中国チームは、成田空港に着陸できず関西空港に降

りレンタカーによる徹夜の移動で印西に入った。大会当

日は、回復し何とか開催こぎつけることができた。（詳細

は、サービスマネージャー平野コメント参照）

会場　印西市松山下公園総合体育館
日程　2019年10月26日（土）～ 27日（日）
　今回のワールドカップ（第６戦）は、2019年の締めく

くりでリードの総合優勝はもちろん、コンバインドの総

合、国別ランキングも決まる注目度の高い大会。ただ、

リードの総合１位が決まっているAdam ONNDORAや

東京オリンピック選考大会の調整のためか欠場する選

手もみられた。エントリーは、25ヶ国と地域から女子52

名男子54名と少なめとなった。

　予選女子では、KIM Jain（ＫＯＲ）、Janja GARNBRET

（ＳＬＯ）、野口啓代（ＪＰＮ）、Lucka RAKOVEC（ＳＬ

Ｏ）、森秋彩（ＪＰＮ）の５名が両ルート完登。男子は有

力選手がてこずっているところFedir SAMOILOV（ＵＫ

Ｒ）が両ルートを完登する。

　準決勝は、男女ともに波乱が起きる。森秋彩が指定

ホールド（ブルークロス）からのクリップ忘れ、伊藤ふ

たばがスリップでまさかの準決勝敗退。そして男子で

は、原田海が取り付きでスリップ。藤井快と是永敬一郎

が下部のラウンジ系

ムーブで失敗。予選

両ルート完登のFedir

もここでフォールし

敗退。

　結果、日本人で決

勝への進出は女子で

野口、田嶋、野中、谷

井の４人、男子で清

水、波田、楢崎の３人

となる。

　決勝は、野口が５

番目に登場し、上部

でクリップに手

間取る様子が

見られたが36

＋まで伸ばし

トップに躍り出

る。続いて今年

のリード総合

チャンピオンが決まっているSEO Chaehyun（ＫＯＲ）

が登場。野口がつかめなかったピンチを保持し37＋で

野口を抜く。そして、圧巻だったのがその次に登場し

たKIM Jain（ＫＯＲ）。野口、ＳＥＯが戸惑っていたと

ころを難なくクリアし完登。１位を確実にする。最後は

Janja GARNBRET（ＳＬＯ）。上部の核心を難なく突破

するが、ＴＯＰ手前のボリュームが連続する高度39で

フォール。ＫＩＭの優勝が決まる。これでリードＷ杯の

優勝は29回目。

　一方男子は、かなり厳しいルートで完登はなかった。

上部で傾斜が強くなったところの小さいホールドが連

続する部分が核心。次のホールドにどのように繋げてい

くか、いかにもリードっぽいムーブ。ここを５番目に登

場した清水裕登が38＋まで伸ばす。その後に登場する

Sean MCCOLL（ＣＡＮ）、Alberto GINES LOPEZ（ＥＳＰ）

などは、そのデッド気味のムーブが連続するところで力

尽きフォール。清水のＷ杯初優勝が決まる。

　そして、今シーズンリードの国別ランキングで１位を

獲得。

　リードとして

は久しぶりで最

後の頑張りが栄

光を勝ち取っ

た。また、複合

（各種目の総合

成績）で楢崎智

Women Men
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Rank NAME Nation Final 1/2Final 1. Q 2. Q
1 KIM Jain KOR Top 33+ Top Top
2 Janja GARNBRET SLO 39　 41　 Top Top
3 SEO Chaehyun KOR 37+ 33+ 35+ 35+
4 野口　啓代 JPN 36+ 30　 Top Top
5 野中　生萌 JPN 34+ 28+ 35+ Top
6 谷井　菜月 JPN 34+ 28+ Top 35
7 Laura ROGORA ITA 20　 28+ Top 36
8 田島あいか JPN 19+ 29　 30+ 35
Rank NAME Nation Final 1/2Final 1. Q 2. Q
1 清水　裕登 JPN 38+ 32+ 38+ 38+
2 Alberto GINES LOPEZ ESP 36+ Top 34+ Top
3 Stefano GHISOLFI ITA 32+ 32+ 38+ Top
4 波田　悠貴 JPN 28+ 31+ 38+ Top
5 Jesse GRUPPER USA 28+ 30+ 31+ 17+
6 Sean MCCOLL CAN 27+ 34　 38+ 2+
7 Loic TIMMERMANS BEL 22+ 30+ 30+ 33+
8 Sean BAILEY USA 19+ 34　 35+ 31+
9 楢崎　明智 JPN 19+ 30+ 31+ 17+
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亜が２年ぶりに１位に返

り咲いた。

【運営】
✿ 選手　男子54名、女子
52名（25国と地域）

　アメリカ、イギリス、イ

スラエル、イタリア、イ

ンドネシア、ウクライナ、

オーストラリア、オース

トリア、カナダ、韓国、ス

エーデン、スペイン、スロベニア、タイ、台湾、チェコ、

中国、ドイツ、日本、ノルウェー、フランス、ベルギー、

ポーランド、香港、ロシア

✿観戦　席数800（１階700、２階200）
　・26日 527 チケット337 （当日87）

　・27日 766 チケット528 （当日144）

　　計 1293 チケット865 （当日231）＊内２日券98

✿メディア
　・26日28　・27日41

　　スチール18　ペン16　TV６（NonRights）

✿会場レイアウト

✿会場イメージ（27日決勝前）

✿グラフィック
　会場のブランディングとして、ＩＦのガイドラインに

沿った要求が強くなってきている。今大会も同様、グラ

フィックチャターなどはアプルーバルに時間がかかり期

限ぎりぎりとなった。来年は、さらに厳しく装備などもガ

イドラインに沿ってＩＦスポンサーの使用が求められる。

　また、今回、会場の演出や照度が中継（画面の輝度）

に問題ないよう要求さ

れ、現場での確認、修正

に手間取った。

　これら含め、来シーズ

ンは今以上にＯＨＢを

守って大会を運営するこ

とが望まれる。ただ、でき

る国は少ないか。

　去年の11月アジア選手

権を鳥取倉吉で行い、12

月高校選抜、年明１月ＢＪＣ、２月ＳＪＣ、３月ＬＪＣ、

ユースリード、５月ユースボルダ、ＣＪＣ、８月ＷＣＨ、

９月ＪＯＣそして10月今回のＬＷＣと１年間で11大会

を開催してきました。

　多くの問題はありますが、よくここまでたどり着けた

かと感じます。これも多くの関わった方、開催地、行政、

スポンサー、サプライヤー、各業者、スタッフ、ボラン

ティアの協力があって実現できたこと。感謝申し上げま

す。 （実行委員長　村岡正己）

✿サービスマネージャーコメント✿
　令和元年10月26、27日の両日にわたり、千葉県印西

市で2019ＩＦＳＣワールドカップシリーズ戦最終戦と

なり、そのフィナーレを飾ってリード種目とコンバイン

ド種目の年間総合成績の表彰も行われた。

　 大 会はまず 前日25日 午 後 のConfirmation of 

attendance（出場選手確認）及びTechnical Meeting（テ

クニカルミーティング）からスタートするはずであった。

しかし25日昼前から激しさを増した雨は、後に「千葉県

豪雨」と呼ばれる未曾有の大雨を県内にもたらし、死者

12名、行方不明者１名を数えるに至った。県内に多大な

被害をもたらしたこの天災は、本大会関係者も翻弄した

のであった。

　競技会が行われる松山下公園総合体育館と、テク

ニカルミーティングが行われる成田市のマロウドイン

ターナショナルホテル成田は車で通常１時間の距離に

ある。交通渋滞が予想された為、大会スタッフは３台の

車に分かれ、第一陣は３時間以上前に競技会場を出発

した。ところが多くの河川が氾濫した佐倉市や印旛沼周

辺に至るまでも無く、既に印西市内で多数箇所にわたり

道路冠水が起こり、我々の車は行く先々で行く手を阻ま

れた。ワイパーがまるで役にたたない雨の中、「絶対途

中で止まるなよ!!　突っ込めー！」の合図のもと、タイ

ヤの真ん中ほどの水深をまるでアクション映画の如く

水しぶきをあげて突破する。しかしその先には通行止め

と、それを迂回する多くの車の渋滞という関門が数多く

Aflo／JMSCA 
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期日　2019年９月14日（土）～16日（月）
会場　富山県南砺市桜が池クライミングセンター
参加　 204人（男子111人、女子93人）ジュニア男子９人、

女子11人ユースＡ男子34人、女子22人

　　　ユースＢ男子33人、女子34人

　　　ユースＣ男子35人、女子26人

メディア　９／14

▲

４社９／ 15

▲

２社９／ 16

▲

３社

　今年は、クライミング世界選手権が８月に開催されＪ

ＯＣは９月に変更となった。９月は少しは涼しいかと想

定していたが、夏の終わりの不安定さか、気温、天気が

大きく変わり選手のパフォーマンスに影響していた。２

日目予選女子Ａルートでは、黒いホールドが太陽光の熱

射により温度が上昇、選手が軽い熱傷を受けた。競技中

断し温度低下後再開（11：45）、テクニカルインシデント

として対応した。去年は、サーモグラフィーで確認した

が今年は９月であるため用意しなかった。

　そのような状況下、男子決勝はユースＡにＬＷＣブ

リアンソン１位の西田秀聖、初めての世界ユースで１位

立ちはだかってい

たのだった。

　それぞれの車が

スマホで連絡を取

り合う。「渋滞が

酷いです。１分間

に10ｃｍしか進み

ません」「こちらは通行止めでＵターンしました」「ホテ

ルまで200ｍまで来ましたが、土砂崩れで通れません」。

刻々と時間が迫る中、Technical DelegateのVincent 

Caussé 氏は冷静に車の中で各国選手団に連絡を取り、

ＳＮＳでの選手登録確認を行う。ホテルに事前に英語が

堪能な大会ボランティアスタッフが到着していた事も

幸いした。IF Officials、大会マネージャー、当該ボラン

ティア連携のもと、既に会場に到着していた選手団とも

連絡が取れ、時間までに無事に出場選手確認が行われ

たのであった。

　そして結局１台の車は現場にたどり着けなかったも

のの、IF Officialsを含めた車２台はテクニカルミーティ

ング終了予定時刻直前に会場に到着し、ミーティング

を行う事ができたのだった。しかし電車の不通等によ

り、５カ国の選手団がミーティングに参加できなかった

事は致し方なかったであろう。特に中国チームは、飛行

機が豪雨で成田空港に到着できず、関空着陸となり、大

阪から夜通しレンタカーと電車を乗り継いで翌日の予

選競技時間ギリギリに会場に到着することが出来たの

だった。選手にはさぞかし過酷なコンディションだった

と推察するが、競技に全力を尽くせたと望まずにはいら

れない。

　また、今回の大会では10月24日（木）から同じ週末

を挟む４日間で、日本初開催となるゴルフイベント、Ｐ

ＧＡツアートーナメント大会が同市内の近隣で開催さ

れた。タイガー・ウッズの優勝、松山英樹準優勝で盛り

上がったこの大会は、ギャラリーは一日２万人と予想さ

れ、駅からは80台のシャトルバス輸送が計画されたが、

初日はそれでも乗り切れない観客が列をなして会場ま

で歩く光景が繰り広げられた。これを見たクライミング

大会関係者は、この10分の１の観客でも集まればとか、

駅から間違ってクライミング会場に来る観客が来れば

いいなあと呟いたとかいないとか。

　とにかく事前にこの情報を入手していた実行委員会

では、行政との綿密な情報交換と、作戦会議により、選

手・観客の輸送計画を立てたのであった。特に印西市

には、様々なシュミレーションの中、細かい対応をして

いただき感謝に堪えない。

　結果的には25日の大雨の影響で、25日のゴルフイベ

ントは中止、26日は芝のコンディションを考慮して無観

客試合となり、クライミング大会への混乱が避けられた

のは幸いであった。

　そして、今回これだけのトラブルにもかかわらず、ス

ケジュール通りに大会運営ができたのは、室内競技会場

であった事及び多くの大会に関係したスタッフの尽力

の賜物であったと改めて感謝申し上げる次第である。

 （記　平野直子）

第22回ＪＯＣジュニアオリンピックカップ南砺2019 報告

洪水警報
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（ボルダリング）となった百合草碧皇が進出。ジュニアで

は、海外の大会を含め経験の多い今泉結太が進出し三

つ巴の戦いとなった。稼働壁から固定壁に移ったところ

の40＋で西田が落ち、百合草はそこからさらに数手伸

ばし44を獲得た。最終出番の今泉も西田と同じ39＋で

落ちる。決勝は、ルートセット時と比較し雨が降るなど

湿度が高くなり条件が厳しくなったが、ハリボテをうま

く保持した百合草が総合優勝を勝ち取った。

　一方、女子は森、伊藤のトップクラスが他の大会に出

場していたため不参加。混戦となるか、誰が優勝を勝ち

とるかといった幕開けとなった。決勝ではルートの特性

か、タイムアウトする選手が数人でたが、やはりスピー

ディーに登る選手が上位に入ってきている。ユースＢで

美谷島ももかが、44+でトップに迫る。ユースＡになる

と昨年のアジア選手権倉吉リードで５位に入賞した栗

田湖有が、ゴールタッチとなる46＋をマークし総合優

勝を果たした。

　ＪＯＣは、第１回を1999年３月埼玉県の川口にあるジム、

第２回は、2000年３月神奈川県秦野市、第３回は、2000年

12月埼玉県加須市にて開催。そして、2001年の第４回以

降は富山県南砺市（旧城端町）で行ってきた。今年で、ＪＯ

Ｃジュニアオリンピックは一つの目処を迎える。

　富山県山岳連盟をはじめ関係した皆様にお礼申し上

げます。ありがとうございました。

（実行委員長　村岡正己）

ユースＣ男子
順位 姓 名 都道府県 ナンバー 高度記録 前ラウンド タイム
1 通谷　　律 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 MC04 TOP 1 －
2 安楽　宙斗 千葉県山岳連盟 MC19 TOP 2 －
3 内木　　智 大阪府山岳連盟 MC07 TOP 3 －

ユースＢ男子
順位 姓 名　 都道府県 ナンバー 高度記録 前ラウンド タイム
1 吉田　智音 奈良県立青翔中学校 MB03 39+ 1 －
2 村下 　善乙 千葉県山岳連盟 MB25 39+ 2 －
3 三根生 仁慈 大阪府山岳連盟 MB22 31+ 6 －

ユースＡ男子
順位 姓 名　 都道府県 ナンバー 高度記録 前ラウンド タイム
1 百合草碧皇 専修大学付属高等学校 MA30 44　 1 －
2 西田　秀聖 天理高等学校 MA26 40+ 2 －
3 前田健太郎 滋賀県山岳連盟 MA07 39+ 8 －

ジュニア男子
順位 　姓 名 都道府県 ナンバー 高度記録 前ラウンド タイム
1 今泉　結太 茨城県山岳連盟 MJ02 39+ 1 －
2 山口　龍磨 東京都山岳連盟 MJ06 34+ 2 3.16
3 靏本　直生 佐賀県山岳・スポーツクライミング連盟 MJ09 34+ 2 3.5

ユースＣ女子
順位 　姓 名 都道府県 ナンバー 高度記録 前ラウンド タイム
1 菊川　花恋 大阪府山岳連盟 WC08 TOP 1 －
2 抜井　美緒 奈良県山岳連盟 WC21 TOP 4 －
3 小田　穂香 大阪府山岳連盟 WC13 44 2 －

ユースＢ女子
順位 姓 名　 都道府県 ナンバー 高度記録 前ラウンド タイム
1 美谷島ももか 東京都山岳連盟 WB31 44+ 4 －
2 柏　　綾音 三重県山岳・スポーツクライミング連盟 WB30 40+ 5 －
3 石井　秀佳 東京都山岳連盟 WB08 35　 3 －

ユースＡ女子
順位 　姓 名 都道府県 ナンバー 高度記録 前ラウンド タイム
1 栗田　湖有 新潟県山岳協会 WA03 46+ 1 －
2 柿崎　未羽 東京都山岳連盟 WA21 41　 1 －
3 久米乃ノ華 千葉県山岳連盟 WA15 39+ 1 －

ジュニア女子
順位 　姓 名 都道府県 ナンバー 高度記録 前ラウンド タイム
1 小島　果琳 岐阜県山岳連盟 WJ01 39+ 2 －
2 西田　朱李 千葉県山岳連盟 WJ07 37　 1 －
3 黒岡　水夢 大阪府山岳連盟 WJ08 35+ 4 －

女子13a 男子13C



第133 回 Mountain World

エヴェレストはネパール側  それともチベット側？

池田常道

　中国チベット登山協会（ＣＴＭＡ）が、2020年春か

ら2022年末まで有効とするチベット高峰の登山料改

定案を発表、エヴェレスト（チョモランマ）は＄9,950

から＄15,800へと58％値上げすることとなった。

　登山料（1名当たり）は来春から以下のように変わ

る。（　）内は今回の値上げ率。

 ・ エヴェレスト　＄9,950　→　＄15,800（58％）

　ネパール人スタッフは＄3,600　→　＄4,500

 ・チョー・オユー　＄7,400　→　＄9,300（25％）

　ネパール人スタッフは＄3,300　→　＄4,000

 ・シシャパンマ（北面通常ルート）

　＄7,150　→　＄9,300（30％）

 ・同（南壁）＄7,650　→　＄9,400（22％）

　ネパール人スタッフはチョー・オユーに同じ

　エヴェレストの登山料＄9,500は、ゴミ処理費のデ

ポジット分＄1,500を加えると＄11,000で、これまで

ネパール側の＄11,000と同額になっていた。

　チベット側から登るエヴェレストは、アイスフォー

ルの危険がなく、ルートそのものも長い分傾斜が緩い

うえに、唯一の難関であるセカンド・ステップにはア

ルミ梯子が設置されるなど、ネパール側に比べれば

「容易な」部類に属する。

　2008年から18年の11年間でみると、南北両ルート

からの登頂成功率は、南面では6847人が頂上を攻撃

して3865人が成功（56％）、北面では2733人に対して

成功したのは1652人（60％）と差がない。登頂成功と

遭難死の比率では、南面が登頂3865人に対して遭難

死65人（1.6％）だが、北面は登頂1652人に対して遭

難死13人（0.7％）となっている。

　もちろん、登山料の額だけが山を選ぶ際のファク

ターではないから、ネパール側もチベット側も、それ

ぞれの魅力によって選ばれることは当然だが、ネパー

ル人スタッフの登山料も80％高騰するため、これまで

割安感のあったチベット側の優位を帳消しにしてしま

うかもしれない。

　これらコストアップが、各公募隊の募集料金にどこ

まで反映されるのかも注目される。エヴェレストはと

もかく、8000ｍ峰入門として人気のあるチョー・オ

ユーやシシャパンマは、同格のマナスルとの価格競争

を免れ得ない。つい先日、8000ｍ峰14座登頂を6カ月

余りで成し遂げたニルマル・プルジャは、ネパール側

からチョー・オユーに登れるルートの必要性を訴えて

いるのだが……。

＊

　そのニルマル・プルジャ（11月号本欄参照）は、壮

挙達成直後の11月12日、アマ・ダブラム（6812ｍ）の

クウェート隊をガイドして、再び新聞の大見出しを

飾った。この隊は登頂後、直前に迫っていた同国の建

国記念日を前に、頂稜から縦30ｍ×横100ｍという巨

大国旗を垂らし、その模様をヘリで空撮して動画を公

開してみせた。

　山名の由来となった氷雪のヘッドウォール（母「ア

マ」の首飾り「ダブラム」）に垂らされたこの巨大国旗

は、10km離れた山麓のクムジュンからもよく見える

大きさだった。ヒマラヤでは、頂上で誇らしげに国旗

を掲げたり、所属クラブの旗を手に記念撮影したりす

ることはよく行なわれている行為だが、これほど大き

なモノが恥ずかしげもなく、堂々と掲げられた例は見

たことがない。ましてクウェート国旗は、ネパール人

にとって異教徒の旗なのだ。この作業に従事したの

は、プルジャ旗下のシェルパ6人で、国旗とその固定

器具計150kgを分担して運び上げて設置、空撮終了後

に回収したという。

　プルジャは、この国旗設置と空撮に当たって、ク

ウェート隊から＄8890を受け取ってネパール当局の

許可取得を託されていたという。しかし、11月27日に

明らかになったところでは、彼が許可を申請したこと

はなく、当然ながら許可料も払われていない。

アマ・ダブラムの頂稜から垂らされた30ｍ×100ｍの
巨大国旗　ニルマル・プルジャが公開したビデオから
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　日本山岳協会（日山協）が、創設（昭和35年４月）さ

れ間もなく60年を迎える。

　愚生は、日山協が創設される２年前、18歳の時、初

めて県内の比良山地にある武奈ヶ岳（１，214ｍ）に

登った。

　それがきっかけで、山に魅せられ山と共に人生を歩

み61年が経ち、齢79歳になったが、未だ耳順たり得

ず勝手気ままな独居生活を送っている。

　顧みると、登山を始めて５年後の昭和38年に、滋賀

県山岳連盟（滋賀岳連）会員になり、昭和52年に理事

長と日山協理事になった。

　この年、滋賀県は国体開催４年前で、しかも、山岳

競技が公開競技から正式競技に移行する過渡期にあ

り、国体山岳競技が、どのような種目で、何を競うの

か、日山協傘下の都道府県山岳連盟（協会）の皆さん

は、ほとんど知らなかったし、日山協も「もしも正式

競技になったら…」という手引きを発行し、正式競技

になる山岳競技を具体化する最中にあった。

　翌、昭和53年の長野国体で、日山協は、縦走 、踏査、

登攀の３種目を正式競技種目として試行した。

　果たして、参加した選手・監督はもちろん、運営す

る競技役員も初めての経験であり、大会初日から不公

正な審判や、計量時のトラブル、棄権するチームの続

出など、収拾がつかないくらい大荒れになった。

　また、選手・監督などから「二度と国体には出たく

ない。」という声も出て、競技化への前途多難を浮き彫

りにし、昭和55年に正式競技となる栃木国体への不

安をかきたてた。

  「栃木の次は滋賀」という重圧を感じながら、事の重

大さを目の当たりにした愚生は、長野国体で試行され

た山岳競技の課題や問題を掘り起こし、差し迫った栃

木国体にどう対応すべきか、理事として、また国体常

任委員会の委員として、長野や栃木に頻繁に出向き対

策を練り、結果を日山協に持ち帰り協議検討を重ね

た。

　そして、やってきた昭和56年の滋賀国体では、競技

の審判に主観が入らないよう実施基準や施設基準、競

技用器具用具等を抜本的に見直すとともに、観客のい

ない山中での競技の速報や踏査競技の実況など、随所

に「滋賀方式」を採り入れた。

　一方、登攀競技会場近くに「登攀競技管理棟」（恒久

施設）を建設し、選手・監督、役員の負担の軽減を図っ

た。

　その施設は「県立比良山岳センター」（※１）として、文

部省登山研修所、長野県山岳総合センター、神戸登山

研修所に次ぐ登山研修施設として、安全登山の普及啓

発の拠点となった。

　組織力も、自主財源もない貧弱な滋賀岳連が、大会

役員等700名余（※２）を組織し、正式競技移行２年目の

滋賀国体山岳競技を無事乗り越えられたのは、「人の

不足には知恵を、モノの不足は県や実行委員会に、カ

ネの不足は熱意と奉仕で」を合言葉に取り組み、県を

はじめ地元実行委員会の皆さんの支えによって成し得

たものである。

　愚生もまた、「人は人に出会って人になる」と言われ

るように、長野山協や栃木岳連、日山協の皆さんとの

出会いによって、多くのことを学び、その後の生き方

のバックボーンとなった。

　あれから40年――。

　日山協は、平成29年４月、国際スポーツクライミン

グ連盟（ＩＦＳＣ）の要請を受け「日本山岳・スポーツ

クライミング協会」と名称変更し、平成25年に「公益

社団法人」になった時の定款の目的も、「安全登山を第

一に、山の環境と文化に配慮した、登山および山岳ス

ポーツの普及振興」から「安全を第一に山の環境と文

～創立60周年に向けて～ ⒆

滋賀県山岳連盟　國松 嘉仲

新連載

『日山協と私』

登攀競技管理棟　後に、比良山岳センター（昭和56年）

びわこ国体（昭和56年）

7



8

令和元年度登攀技術研修会

　令和元年10月26日（土）～ 27日（日）に大阪府山岳

連盟主管で神戸セミナーハウスを宿泊所とし六甲、百丈

の岩場において登攀技術研修会およびＡ級・Ｂ級主任

検定員養成講習会、コーチ２養成講習会が開催された。

　今回は研修６名、Ａ級主任検定３名、Ｂ級主任検定３

名、コーチ２養成講習５名、講師４名、大阪府スタッ５

名の計26名での開催となった。開催場所の百丈の岩場

には鉄骨でやぐらが組まれていて制動確保、自己脱出の

講習に整った施設が設置されていました。また、スタッ

フの大阪府山岳連盟の方々には、多大なご協力をいただ

きました。改めて感謝申し上げます。

　以下に参加者の代表の感想を掲載いたします。

記：指導委員会　野村

登攀技術研修会感想文
松本 正和（広島県）

　この度、今年２月に鳥取県大山で開催された氷雪技術

研修会に続き、登攀技術研修会に参加させていただき

ました。日山協（ＪＭＳＣＡ）の研修会に参加しようと考

えた理由は、現在における最先端のスタンダードな登攀

技術や氷雪技術を身につけたいと考えたからです。結

論から言うと、全国規模の研修だからと身構えず、もっ

と早くに参加しておけば良かったと思うほど大満足でし

た。また、同様に意欲を持って研修に参加された方々と

触れ合うことで、良い刺激にもなりました。今回の登攀

技術研修の内容で言えば、セルフレスキューとして、主

に「制動確保」、「自己脱出」及び「登高」を指導していた

だきました。

　講師による厳しいながらも情熱のこもった指導によ

り、まだまだ未熟な技術ですが、それぞれの項目におい

て受講前と比べると上達（矯正）したと実感することが

化に配慮した登山、スポーツクライミングおよび山岳

スポーツの普及振興」に改めた。

　しかも、スポーツクライミングが、2020東京オリン

ピックの開催種目となったことにより、役員選考規程

等を次々に改定し、全国９ブロックの代表理事は廃止

され、これまで15名いた業務執行理事も半減（８名）

し、理事も予算（※３）もスポーツクライミングにシフト

してしまった。

　そして、すでに国体には「山岳競技」は存在せず、令

和元年の第74回茨城国体から「スポーツクライミン

グ」になり、これまで、国体山岳競技を通して「安全登

山を第一に山の環境と文化に配慮した登山の普及振

興」に寄与できたのは遠い昔の話になった。

　過去を忘れるものは再びこれを繰り返すと言われる

が、日山協が昭和35年に設立される以前、日本の登山

界を統括していたのは、日本山岳会（ＪＡＣ）である。

　そのＪＡＣに反旗を翻し、昭和29年７月に結成さ

れたのが全日本山岳連盟（全岳連）である。

　両者の確執は数年続き、昭和34年６月、日体協の仲

介でＪＡＣと全岳連が共同して設立したのが「日本山

岳協会」である。（※４）

　日山協が創設されてやがて60年――。

　ＪＡＣは、平成25年に日山協が公益法人になった

時、脱退した。

　翻って、現今の日山協を見るに、ここ両三年に起き

ている登山とスポ―ツクライミングの事業規模のアン

バランスが、かつて、ＪＡＣと全日本山岳連盟の間で

起きた「確執」を繰り返すように思えてならない。

そのような愚生の思いが「杞憂」であることを願って

いる。

※１： 現在は、大津市に移管され宿泊施設になっているが、
登山研修によく利用されている。

※２： 競技役員170名、競技会係員400名、自衛隊125名、
補助員34名

※３： 平成30年度収支決算では、収入約５億２千万円の
うち、支出は約５億円で、支出の約８割がスポーツ
クライミング関連であると言われる。

※４： 「日山協50年誌」（平成23年１月15日）の「日本山
岳会と日山協」松田雄一氏の項参照

創立60周年募金のお願い

　創立60周年記念事業募金のご協力をお願いします。
6,000円以上の募金の場合、税額控除証明書を発行い
たします。

みずほ銀行　渋谷支店　普通口座　3382501
口座名：（公社）日本山岳・スポーツクライミング協会
郵便振替　口座記号番号 00110-5-546693
加入者名：（公社）日本山岳・スポーツクライミング協会
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できました。

　更に、ビレイデバイスの操作方法など、地元に帰って

からも実施可能な練習方法も教えていただきました。

　２日間と研修自体は大変短い期間でしたが、今回指導

していただいたことを定期的に復習したり継続的に練

習したりすることで技術の向上に努め、今後の自分の長

い山人生に活かしていきたいと考えます。

　最後に、研修会で大変お世話になりました講師の皆

様及び大阪府山岳連盟のスタッフの皆様に感謝したい

と思います。本当にありがとうございました。

コーチ２養成講習会に参加して
鈴木 真琴（東京都）

　週末の度に台風に悩まされたこの秋。この週末も台風

は発生していたが、特に影響なく、無事に両日とも外岩

での開催ができたことをまずは喜びたい。

　さて今回、開催が兵庫県でと聞いたときは驚いた。し

かし、西日本の伝統あるクライミングゲレンデであると

いうことを知り、東京からなかなか行く機会のないこの

地に、今回縁あって行けたのは、幸運に思う。大阪中心

地から１時間もかからない地、駅からも歩いて行ける距

離にこのようなゲレンデがあるのは、たいへんうらやま

しいことだ。さて、コーチ２養成講習の内容は主に３つ、

登攀訓練および支点構築、制動確保訓練、そしてビレイ

体制からの自己脱出訓練であった。登攀訓練にあたって

は、前日の雨により岩が濡れており少々足場が悪い環境

下であったものの、参加者はみなそつなくクリア。そし

て、制動確保訓練は、大阪府山岳連盟が管理する訓練専

用施設で実施するという貴重な経験をさせていただい

た。一切の摩擦抵抗のない状態で70㎏の制動確保をす

る。その衝撃を体験するのは初めてであった。ロープを

流しぎみにするんだぞ、という気持ちで待ち構えて臨ん

でも、いざ衝撃を感じると反射的に握ってしまう。しか

し衝撃の強さゆえ、握ってもロープは流れていき、結果、

制動確保となるという始末であった。

　最後の自己脱出訓練では、手順自体は身についたも

のであったが、むしろ、コーチ２資格者としての在り方

を学ぶことができた。自分ができることと、指導者とし

て人に教えることの違い、つまり、１つ１つの行動にど

のような意味があり、なぜ今回はこのような行動を選択

するのかをきちんと説明する姿勢を学ぶことができた。

今回、各地の山岳連盟の方々との交流を持てたのも楽

しく、たいへん有意義な２日間だった。関係者の皆様に、

厚く御礼を申し上げる。

第15回ボルダリングジャパンカップ（ＢＪＣ）
観戦チケット販売のお知らせ

　２月８日（土）～９日（日）に開催される第15回ＢＪ
Ｃの観戦チケットを以下のように発売します。

CLUB JMSCA ITADAKI 12/20（金）12：00～ 12/22（日）
各プレイガイド 12/23（月）12：00～
前売券　2/8（土）　大人2,200円,高校生以下1,100円
　　　　2/9（日）　大人2,600円,高校生以下1,300円



高山市民文化会館での開会式・記念行事の様子

閉会式での功労者表彰御嶽飛騨頂上
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第58回全日本登山大会（岐阜大会）報告
　令和に入って初めての大会となった第58回全日本登

山大会岐阜大会は、飛騨山脈を擁する岐阜県高山市・

下呂市で、９月28日（土）～ 30日（月）に開催されまし

た。台風が続き天気を心配しましたが、晴天とはいか

ないまでも雨に降られず、無事に大会を終えることが

出来ました。大会実施に際して、岐阜県・高山市・下

呂市など行政関係・地元山小屋・登山用品店・地元企業・

地元報道機関・大会運営事業先各位、尾形専務理事様

をはじめ日山協事務局の皆様には、格別のご支援とご

協力を賜りました。厚く御礼申し上げます。

　大会準備は、昨年１月８日の準備会議に始まり、２月

24日臨時理事会による開催意思決定のあと、準備の遅

れを取り戻すべく継続的に運営会議と実行委員会を重

ねてまいりました。昨年６月の京都大会へは11名の役

員を視察派遣し、運営について学ばせていただきまし

た。京都府岳連様には、大会中にも拘わらずご指導を

いただき、誠に有り難うございました。その後も、度々、

時宜を得た示唆をいただき、深く感謝しております。

　大会テーマは県岳連会員から募集し、厳選審査の結

果、「飛騨には美しい山と癒しの湯がある」と決まりま

した。文字どおりお国自慢を旨く歌い上げたテーマで

した。開会式イベントは飛騨の山岳文化を中心に考え、

登山コース設定は企画を募り推薦多数のコースに決定

いたしました。昨年の京都大会では京都府岳連様一丸

となって、一般市民に全日本登山大会を大いにアピー

ルされ、開会イベントと登山コースに多くの一般市民

を動員され、大会の認知、府岳連の認知、登山の認知を

働きかけ成功されました。ステージを岐阜に移して検

討したとき、山は有るが資金もノウハウもない、登山口

への移動も公共交通機関では運営できない。という事

情から、全日本登山大会の在り方を検討し、全国会員・

一般市民とも参加しやすく、質素でも心のこもった大

会を実施しようということになりました。大会趣旨で

ある登山技術の向上、親睦、地元の自然を楽しみ広く

伝えてもらうことは、そのまま大会目的としました。

　９月28日、高山市民文化会館での開会式オープニン

グは高山少年少女合唱団による清らかな山の歌で始ま

り、ご来賓河合副知事、國島高山市長、服部下呂市長か

ら祝辞をいただいた後、記念講演として今田恵穂高岳

山荘代表から「穂高に生きる」と題して、初代から三代

目に至る穂高岳山荘の歴史と心意気を語っていただき

ました。その後、飛騨山岳会ヒマラヤ未踏峰遠征記録

映画「ダ・カンリ峰に挑む」と他に「咆える岩稜、穂高

の縦走路」を上映し、一同に感動してもらえました。全

国会員・一般市民・スタッフ合わせて総勢約530名の

イベントとなり盛況でありました。

（会員参加者には、翌日の登山案内後、高山市内ホテル

へ徒歩移動してもらいました）

（御嶽飛騨頂上コース参加者には、前泊の都合で映画上

映前に会場から濁河高地トレーニングセンターへバス

移動、翌朝、同センターから登山出発してもらいまし

た）

　９月29日、早朝ホテルから各コースに分かれて登山

口までバス移動。会員参加162名、スタッフ129名が日

帰り登山を実施。下山後ホテルにて閉会式・交歓会を
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行い、有意義な山談義に花を咲かせてもらいました。

【各コースの記録】
乗 鞍 岳→ 雨には降られず、かすかな晴れ間が見られ

た。体調不良の方を除き全員登頂無事下

山。

西穂独標→  一番心配なコースでしたが、独標登山参加

者全員登頂無事下山。眺望はかすか。

福 地 山→  槍穂高の眺望が売りのコースでしたが、ガ

スに包まれた一日。一瞬槍の穂先が見えた

のが救い。全員登頂無事下山。

御嶽飛騨頂 上→体力の要るコースで心配しましたが、

山屋魂に火がつき体調不良の方を除き全員

登頂無事下山。飛騨神岡高校登山部の活躍

が光りました。

五色ヶ原→  雄大な森、壮大な滝に感動してもらえまし

た。全員無事ゴール。

　結びに、格別のご協力を賜りました関係各位、絶大

なるご支援をいただきました日山協・都道府県山岳連

盟（協会）各位には、深く感謝申し上げます。登山人

口が増えつつある中、山岳会員の増加は山岳会との接

点の有無に係っていると思います。その接点が人間関

係なのか、ネットなのか、イベントなのか分かりませ

んが、ともかく魅力ある接点でのアピールが必要です。

千葉大会以降の全日本登山大会が、そういう接点とし

て機能してゆけるとよいと思っています。

（記　大会運営委員長　塚原孝司）

ＴＭＡ及びＣＴＡＡ）、香港、韓国（ＫＡＦ及びＣＡＣ）、

中国、ＪＭＳＣＡ、日本勤労者山岳連盟、キルギス）で、

出席予定だったパキスタンは、急遽欠席となった。

　ＵＡＡＡの活動についてＣ．ペー事務局長（ＫＡＦ）か

ら発表。現在、インドネシア、トルコ、マレイシアにも、

参加を呼び掛けている。また、タイ、バングラデッシュ、

フィリッピン、シンガポール他からは、ＵＡＡＡ事務局

に活動報告が届いているとの報告があった。各山岳協

会（連盟）は、その登録会員、活発な活動会員の獲得に

しのぎを削っているが、総数としてはやや頭打ちとなっ

ているので、ＵＡＡＡとしてもより魅力的な協会となる

よう、新しいイベントを考えるべきと提案があり、大変

前向きな提案に喝さいがあった。

【各会の活動発表と各委員会の報告】
　労山、カザフスタン、ＪＭＳＣＡ、イラン、モンゴル、

キルギスタン、台湾、香港、韓国、中国、ネパールの順で、

この１年の活動報告及び2020年の活動計画について、

発表があった。

　カザフスタンのカズベキ・ヴァリエフ氏からは、遠征

計画「ＣＴＭＡとしての天山（3952ｍ）トレッキング開

催」の告知と各国への参加の呼びかけがあった。また、

International Trad Climbing Festibal-Almaty2019（８月

29日～９月４日ＵＡＡＡ／ＵＩＡＡ／ＭＳＣＦＲＫ；カ

ザフスタン山岳スポーツクライミング協会共催）の報告

が、制作動画で披露された。動画の内容は、ＵＩＡＡの

公式ＨＰにも一部紹介されている。

　https://www.theuiaa.org/uiaa/2019-uiaa-rock-
climbing-festival-award-nominee-almaty/
　中国登山協会（ＣＭＡ）の張志堅氏から、韓国のウル

チュ郡で開催される国際山岳映画祭の紹介と、報告が

あった。今までに、160本という世界中の映画が上映さ

れ、来場者は延べ約30，000人に上っています。会場で

は、同時に世界的な登山家によるレクチャーが行われて

きた。（以下参照）。

　Ｒ．メスナー（2016年）、Ｒ．リッジウェー（2017年）、

Ｃ．ボニントン（2018年）、Ｋ．ディムベルガー（2019年）。

　2020年は、アジアからのゲストスピーカーを考えてい

るとのアナウンスがあった。

2019ＵＡＡＡ総会報告

日　時： 10月13日（日）
会　場： Plaza Hotel（Bishkek, Kyrgyzstan）
参加者：八木原圀明会長、丸誠一郎
【総論と施政方針の確認】
　開会前日の12日、午後７時半頃から、Bishkek市内の

レストランで、キルギス山岳協会（ＫＡＣ）のDr.ウラジ

ミール・コミッサーロフ会長主催のカジュアルな夕食

会に招かれた。初めて参加の小職にとっては、前日のこ

うした歓迎会は、リラックスした雰囲気の中で極めて有

意義な時間となった。

　10月13日午前９時半出席者登録、10時より、コミッ

サーロフ会長（ＫＡＣ）の運営、李仁禎ＵＡＡＡ会長（大

韓山岳連盟会長）の開会宣言のもと、総会が始まった。

参加国は15か国中10か国15協会・連盟（ウズベキスタ

ン、ネパール、モンゴル、カザフスタン、イラン、台湾（Ｃ
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日　時：令和元年11月14日㈭
　　　　14：00 ～ 17：05
場　所　Japan Sport Olympic Square 
　　　　３階10号会議室
出席者　八木原会長、亀山、平山、丸各副
会長、尾形専務理事、小野寺、水島、合
田各常務理事、相良、蛭田、町田、村岡、
村上、水村、山口、前田、六角、唐木、安
藤、古賀、山本、古林各理事、中畠、古屋
各監事

欠席者　小日向理事

１．開　会
　会長挨拶の後、会議成立状況が報告さ
れ、理事数23名中22名出席、監事２名
同席で会議成立（定款第33条、定足数12
名（１/２以上））

　続いて議長を選出（定款第32条）し、議
事録署名人を指名（定款第34条）して議

限等の具体的な機能を提案してもらう
ことになった。

議案第７号 後援依頼について
　山口県山岳・ＳＣ連盟創立70周年記念
講演会の後援申請 

　◆全員一致で承認された。
議案第８号 理事の大会等謝金について
　ＪＳＣの指導により提案が諮られたが、
意図がはっきりせず、再度確認上、再提
案することになった。

３．報　告
報告第１号　10月度月次会計報告について
　資料に基づいて報告があった。
報告第２号　東京2020オリンピック代表
選手の選考について

　最近の状況について報告があった。
報告第３号　ＬＷＣ印西2019報告について
　資料に基づいて報告があった。
報告第４号　全国理事長会議について
　今年度は理事も出席することで了承を得
た。

報告第５号 業務執行理事の職務執行報告
　各業務執行理事が報告を行った。
報告第６号 後援依頼について
①広島山岳・ＳＣ連盟「第28回比婆山国際

事に入った。

２．議　題
議案第１号　第６回理事会議事録の承認に
ついて

　◆異議なく承認された。
議案第２号　2019年度上期総括及決算報
告について

　◆一部文言訂正の上、承認された。
　監事所見について古屋・中畠監事から報
告があった。

議案第３号 令和２年度事業計画及び予算
編成方針について

　◆予算編成方針案は承認され、事業計画
方針については別途継続審議になる。

議案第４号 第一次補正予算案について
　◆賛成21、保留１で承認された。
議案第５号 印章規程の改定に
　◆第７条の削除とそれに伴う以降の条文
番号の変更が承認された。

議案第６号　財政再建委員会の設置につい
て

　名称は委員会ではなくＰＴ（Project 
team）が望ましい。世界選手権のみか他
の大会も含めるかなどの意見が出たが、
次回の理事会に規程、メンバー構成、権

令和元年度
第７回理事会報告

　ネパール山岳協会（ＮＭＡ）のプレゼンテーションは、

興味深いものがあった。ＮＭＡは、上部管轄組織にネ

パール政府の「文化・観光・民間航空省」を据え、Ｋ． 

バハドール・グルン氏（ＮＭＡ，ネパール文化・観光・

民間航空省）が主な発表を行い、Ms. Mira Acharya観光

局（同省ホテル・登山課書記）も同行し、プレゼンテー

ションを行った。それによると、2018年の入山件数の記

録は、前期比15～ 20％増で、メンバー総人数２，347名、

登山許可総数63登山隊、トレッキング・ピーク申請総

隊数296隊、申請費総収入US$ 4,222,164（出典：ネパー

ル・ツーリズム統計2018）。

　ＮＭＡ2018年の活動としては、８年ぶりに同協会の

組織改正を行った。理事会に常に２名の女性理事を任

命し、加えて山での実績あるクライマーを副会長に初選

出した。

　また、同協会は「ヒマラヤを救おう」のスローガンを

更に高く掲げ、エベレスト、カンチェンジュンガ地域ま

で、その運動を広めることに成功した。自然保護、プラ

スティック問題、残置廃棄物の搬出、水問題、温暖化対

策については、ＮＭＡが政府と連携をとり、日本よりそ

の高い意識とアクティブな行動力によって、更なる好結

果に結びつけようという、不断の努力を感じました。ま

た、ＮＭＡは、本年９月にAmalaptsa Passにアンカー

チェーンを設置し、これは理事会メンバーでクライマー

のSanjib Gurungにより始動した、安全登山対策の功績

との報告があった。

　ＮＭＡは、ＵＡＡＡの事務局長の提唱により、国際山

岳博物館（ネパール・ポカラ）との提携活動を開始した。

この度、同博物館内のアジア山岳連盟（ＵＡＡＡ）の展

示スペースを拡張し、その内容は、ＵＡＡＡのプロファ

イル、沿革と歴史、参加メンバー国の紹介、写真等が多

く展示されている。「ネパールにお立ち寄りの際は、是

非お立ち寄り頂きたい」との呼びかけがあった。

　2020年のＮＭＡは、Dr. In J. Leeを「2020ビジットネ

パール」の親善大使として迎え、カンチェンジュンガの

清掃プログラム、ダウラギリ登頂60周年記念事業、カト

マンズでの全登頂者サミット、ランタンでの３日間の山

岳環境保護会議の実現に向けて、活発な自然保護他に

動こうとしているようだ。

　ＵＡＡＡの新年度役員を議論し、多数決で李会長は

再選、副会長として、自薦他薦でＮＭＡ、ＣＭＡ、ＩＭ

ＳＣＦが、全員の合議で決定された。併せて、ＵＩＡＡ

のＭＣ選を控え、ＵＡＡＡから立候補するマネージメン

トコミティ（ＭＣ）メンバーの候補者について協議し．

た。Culture Commission Management Memberとして、

Hank（台湾）、Christine（韓国）、Mahmood（イラン）、Ｇ

ｕｒｕｎｇ（ネパール）、丸（日本）が、合議で選出され、

次年度への躍進を期待して閉会となった。

　次回開催は、2020年６月19日、開催地は東京、ホスト

は日本勤労者山岳連盟と正式に決定。2020年10月の開

催地は、香港、ホストは香港山岳協会、2021年６月はイ

ンド登山財団、10月はカトマンズでの開催を確認した。

 （記　丸誠一郎）
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スカイライン大会」
②国交省「令和元年度雪崩防災週間」
　上記２件は、例年通り承認にしたいとの
報告があった。

報告第７号　山岳共済会令和元年度上期事
業及び会計報告

　山岳共済会から資料に基づいて報告が
あった。

　古屋監事から監査所見の報告があった。

４．専門委員会議事録報告（抄録）
４－１.指導委員会
　10月７日㈪　出席10名、委任４名
ア）検討事項
⑴登攀研修会（大阪）（10月26，27日）
　受講者：研修６名、Ａ級主任３名、Ｂ級
主任３名、コーチⅡ５名

⑵スポーツクライミング主任検定員養成講
習会

①東京地区
　12/14　昭島市スポーツセンター
②近畿地区
　11/９　９：30集合　神戸登山研修所
⑶夏山リーダー講師養成講習会
①石川県山協から講習会の運営援助依頼が
あり（10/13）

②近畿地区講師養成講習会（11/17）
③夏山リーダー講師養成講習会（３/14－
15）　神奈川県立山岳スポーツセンター

⑷パワポ作成の分担について
⑸指導者養成をＡＣとＳＣに分かれる件に
ついて

４－２．遭対委員会
　10月30日㈬　出席７名、スカイプ７名
ア）山岳遭難対策中央協議会幹事会報告 
（10/25㈮スポーツ庁）
①「2019山岳遭難セーフティーカード冬山
版」について

　11月中に配布の予定。
②全国山岳遭難対策協議会の発表内容につ
いて

　来年度のカリキュラムについて国立登山
研修所で検討する。

③山岳遭難防止活動について
　「ストップ ・ザ1000」山岳遭難防止活動
として、啓発ビデオ「そうよ　そうなの
遭難よ」アニメ版についてＪＭＳＣＡよ
り説明を行った。

・役割分担
・資料作成
・講師宿泊の手配
５．会務・役員派遣等
　（10月11日～ 11月14日）
⑴ＵＡＡＡ総会
　10月11日㈮～ 15日㈫　於：キルギス
　八木原会長、丸副会長
⑵雪崩防災週間実行委員会
　10月15日㈫　於：中央合同庁舎３号館
（国土交通省）　尾形専務理事
⑶ＣＭＡ李豪杰夫妻歓迎会食会　
　10月17日㈭　於：西安飯店　八木原会
長、尾形専務理事、小野寺常務理事

⑷ネパール大使館レセプション
　10月21日㈪　於： ホテルオークラ
　神﨑顧問　小野寺常務理事
⑸国立登山研修所「登山研修」編集委員会
　10月25日㈮　於：ＪＳＣ
　尾形専務理事
⑹上期監査前決算確認
　10月25日㈮及28日㈪　於：事務局内 　
尾形専務理事、相良理事、中畠監事、

　小野寺常務理事
⑺登攀技術研修会（Ａ級主任検定員・上級
指導員養成講習会）　10月26日㈯～ 27
日㈰　於：神戸登山研修所　蛭田理事

⑻ＩＦＳＣリードワールドカップ印西大会
　10月26日㈯～ 27日㈰　於： 千葉県印西
市・松山下公園総合体育館 

　八木原会長他
⑼業務会計監査
　10月30日㈬　於：事務局内
　尾形専務理事、相良理事、中畠監事、
　古屋監事、小野寺常務理事
⑽ＴＯＣ/ＩＦＳＣテストイベント協議　
10月31日㈭　於：トリトンスクエアＹ
棟　平山副会長、尾形専務理事

⑾国際展開基盤形成事業（ＩＦ等役員ポス
ト獲得支援）情報共有会議

　10月31日㈭　於：ＪＳＯＳビル13階Ｊ
ＯＣ会議室　尾形専務理事

⑿ＵＩＡＡ総会　10月30日㈭夜～ 11月６
日㈬　於： キプロス

　丸副会長　小野寺常務理事
⒀東京2020オリンピック代表選手選考に
関わる記者会見　11月１日㈮　於：Ｊ

４－３．登山医科学委員会
　10月26日㈯　出席７名、欠席２名
ア）インターハイ支援事業
①宮崎インターハイ救護活動について報
告。救護スタッフとして医師４名、看護
師３名が参加し、８/３～５の登山活動
に帯同した。傷病者は３日間で30名（男
６名、女24名）。傷病名は鼻出血５名、
腹痛４名、嘔気３名、他。その内、高千
穂病院へは10名紹介した。

イ）UIAA Medical Commission
①11/７－８、Bolzano （Italy）で開催
　Full Memberの増山委員が出席予定。
② 次期Full Memberに上小牧委員が推薦さ
れ、11月のUIAA Medical Commissionで
立候補する予定となった。

ウ）夏山リーダー講習会における支援
　講習会の「セルフレスキュー」を医科学
委員会が担当することになった。

①テキスト内容について
　既存のテキスト内容について変更・追加
の必要がある場合は、11月末までに委員
長に連絡。

②実技内容について
　外傷応急処置を中心とする。講師は医科
学委員会委員を想定し、日本各地で開催
される講習会に対応できるようにする。
講習内容を標準化するためのマニュア
ルを作成する。マニュアル作成の研修会
を開催する（１/18、10：00 ～ 17：00）

４－４．国際委員会　
　10月15日㈬　出席７名、欠席６名
ア）報告事項
①第６回海外登山懇談会「大学山岳部の海
外登山」の準備状況について

・信州大山岳部に依頼（江川信・中嶋渉両
氏）。チャラクサ（パキスタン）報告

・早稲田大学山岳部（ラジョダダ峰登山隊）
に打診中。

②Scottish International Winter Climbing 
Meet-2020について

　今回は見送りとする。
イ）協議事項
①国際委員会名称の変更について
　「国際・アルパインクライミング委員会」
に決めたい

②ＨＰの最終チェックについて
③海外登山懇談会について

寄贈図書
寄贈本 くもん出版 「星くずクライミング」

雑　誌（株）ネイチュアエンタープライズ 「岳人」 No.870 12号
（株）山と渓谷社 「山と渓谷」2019年12月号 No.1016

広報誌
（公財）日本スポーツ協会 「Sport Japan」 Vol.46
（公財）日本スポーツ協会 「JSPOスポーツニュース JSPOフェアプレイ」 Vol.112
（公財）埼玉県体育協会 スポーツ埼玉 Sports Vol.286

会　報

中華民国山岳協會 「中華山岳」 《雙月刊》 273
（株）日本運動具新報社 ｽﾎﾟｰﾂ産業新報 第2270号 ,第22271号、第22272号
兵庫県山岳連盟 「兵庫山岳」第629号
埼玉県山岳・SC協会 「埼玉岳連」第66号
（公財）健康・体力づくり事業財団 「健康づくり」 No499
日本トレーニング指導者協会 「JATI EXPRESS」 Vol.73
La rivista del Club alpino italiano 「Montagne 360」 novembre 2019
（公社）日本武術太極拳連盟 「武術太極拳」11月 No362
(一社）大阪府山岳連盟 「山岳 おおさか」 No222 2019年秋号
日本勤労者山岳連盟 「登山時報」 No.538
（公社）日本山岳会 「山」11月号 No894
東京野歩路会 「山嶺」 VOL.97 No1077
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八重山

神奈川県・山梨県東部トレイルラン連絡協議会

北丹沢12時間山岳耐久レース実行委員会

陣馬山トレイルレース実行委員会

道志村トレイルレース実行委員会

八重山トレイルレース実行委員会

東丹沢宮ヶ瀬トレイルレース実行委員会

上野原秋山トレイルレース実行委員会

NPO法人

一般財団法人 日本トレイルランニング協会

〒141-0031
品川区西五反田６-３-23-205
☎03-3492-0355　FAX 03-6451-3767
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　世界第３位の高峰、カンチェンジュン
ガ（8,586ｍ）に本格的な登山隊として最
初に挑んだのは、1929年秋、Ｐ．バウアー
の率いるドイツ・ババリヤ隊だ。ゼム氷
河から北東支稜に壮絶な死闘を展開した
が、悪天候のため7,000ｍラインで断念と
なった。
Ｐ．バウアー隊は、1931年に再挑戦するも
7,750ｍで涙を呑む。
　写真は、その北東支稜である。右にアッ
パー・ゼム氷河、左にトゥインズ氷河が
横たわり、その先でゼム氷河となる。背後
の尖峰はシニオルチュー（6,887ｍ）。
 （写真撮影者　尾形好雄）

ＳＯＳ３階会議室１　合田常務理事、
　安井強化委員長
⒁令和元年度自然保護委員総会　
　11月９日㈯～ 10日㈰　於： 石巻市三陸
復興国立公園「金華山」

　安藤理事、松隈委員長
⒂天皇陛下御即位奉祝国民祭典
　11月９日㈯ 　於：皇居前広場祝賀式典
特設会場　八木原会長

⒃白馬山案内人組合創立100周年記念式
典・祝賀会　11月10日㈰　於：白馬東
急ホテル　八木原会長

⒄Ｒ２年スポーツ振興助成募集説明会
　11月11日㈪　於：日本青年館８Ｆカン
ファレンスルーム・イエロー

　小野寺常務理事

　2019年は元号が平成から令和へ「即位の
礼」の様々な儀式が行われた。又、多事多難
の年でもあり九州北部豪雨、記録的な風台
風15号、甚大な水害の19号など気象災害、
マグニチュード６クラスの地震が各地で多
発。被災された方々にはお見舞い申し上げま
す。新役員・スタッフでスタートした協会事
業は、世界選手権（8月八王子）を成功裡に
終えたが重い負担と事業展開として今後に
大きな課題を残した。減遭難「ストップ・ザ
1000」キャンペーンの「夏山リーダー養成講
習会」、「そうよ  そうなの  遭難よ」PRアニ
メも広報活動が未熟で展開が課題だ。令和２
年まずはオリンピック、そして創立60周年
記念事業など岳連（協会）の協力で盤石な体
制を願う。 （広報担当　水島彰治）
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損轡保険と聞いて、

なにを思い浮かべま・ずか?
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すベ可?ではあり渡せん.たとえば同じ自動車担保険でも、

事ーらし@変化やal!il慣の適量化を見つめて改聖書を"をまる

こと、宇宙首側聖書や再生担u艇など、まだ世界にない保険

を斬IJくft!るととで電士会の約書量司Eザポートするととも、

とても大切な俊也jでれ後わさbない一日に寄り鯵い、より

重量かな腕自宅ま5睡覇軍したい.だから払tt!5は、守ることと

fIIるとと、その問主主を繰り返しながら宮町へ渉み線般家守る
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損害帯からも資料請求ができます.
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