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平成２８年度 第６３回 東海高等学校総合体育大会 登山大会 実施要項 

 

１ 主催 東海高等学校体育連盟 

     愛知、岐阜、三重、静岡 各県教育委員会 

２ 後援 湖西市教育委員会、静岡県山岳連盟、（公財）静岡県体育協会 

３ 主管 静岡県高等学校体育連盟 

４ 期間 平成２８年６月１７日（金）～１９日（日） 

５ 会場 静岡県湖西市 アスモ健保会館、梅田公園、梅田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ、 

おちばの里、湖西連峰 

静岡県浜松市 三ケ日青年の家、尉ヶ峰、細江公園 

６ 日程 

 第１日《６月１７日（金）》 ※は会議を表す。 

 １１：００～１１：３０ 総監督、審査委員、視察員受付（健保会館） 

※１１：３０～      審査員会議         （健保：３Ｆ会議室） 

※１２：００～      総監督会議         （健保：２Ｆ視聴覚室） 

 １３：００～      選手・監督受付、諸費用徴収 （健保：１Ｆ受付） 

  １３：３０～            来賓受付          （健保：１Ｆ受付） 

 １４：００～           開会式            （健保：２Ｆホール） 

＊ 荷物もホールへ 

１５：１５～      筆記審査 

             自然観察・気象・救急法  （健保：２Ｆ視聴覚室） 

              天気図          （健保：３Ｆ会議室） 

１６：００～      装備審査          （健保：２Ｆホール） 

             （終了後、梅田公園へ移動） 

 １７：００～      設営審査          （梅田：公園） 

炊事審査          （梅田：公園） 

※１８：００～      県内役員会         （梅田：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾎｰﾙ） 

     審査員・総監督会議     （ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ浜名湖） 

※１９：３０～      監督・リーダー会議     （梅田：ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰﾎｰﾙ） 

  ２１：００       就寝 

 

 第２日《６月１８日（土）》 ※は会議を表す。 

  ５：００       起床・炊事・テント撤収 

  ６：３０       出発チェック（男女別・チーム別）（梅田：公園） 

             （全装備行動） 

 １１：００～      到着チェック        （おちばの里） 

 《登山コース》 

     梅田公園前（Ｓ）―神石山―葦毛湿原―神石山―多米峠―大知波峠― 

富士見岩―おちばの里（Ｇ） 

１３：３０頃      全チーム到着後、バス乗車（28人乗り２台、25人乗り１台に分乗） 
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１４：００頃      三ケ日青年の家到着（１３：００～入所可） 

着替え（男子：体育館、女子：１F研修室１） 

オリエンテーション（入所諸注意、部屋割り指示（体育館） 

  １５：３０～１６：００ 審査資料返却、質問受付（１F研修室１） 

１６：３０～１７：３０ 入室、入浴（選手） 

１７：３０～１８：００ 入浴（役員） 

※１７：００～      県内役員会         （１F研修室１） 

審査員・総監督会議     （２F研修室３） 

１８：００～１９：００ 夕食            （食堂） 

１９：００～２０：００ 講演会           （２F研修室２） 

             講師 鵜飼一博 氏 

（静岡市 経済局 農林水産部 治山林道課 主幹兼治山係長） 

             （講演会終了後、選手・監督への諸連絡） 

２０：００～２１：００  選手交流会         （２F研修室２） 

                          監督・役員交流会      （食堂） 

 ２１：３０              就寝 

 

 第３日《６月１９日（日）》 ※は会議を表す。 

    ５：００       起床 

  ５：３０       朝食（食堂：弁当） 

    ６：３０              バス乗車（～佐久米登山口） 

７：００       出発チェック（男女別・チーム別）（佐久米登山口） 

           （サブ行動） 

９：００～      到着チェック        （細江公園） 

   《登山コース》 

      佐久米登山口（Ｓ）―引佐峠―尉ヶ峰―細江公園（Ｇ） 

１０：３０頃      全チーム到着後、バス乗車 

（２８人乗り２台、２５人乗り１台に分乗） 

１１：００頃      三ケ日青年の家到着 

※１０：００～１１：００ 審査員・総監督会議     （２F研修室３） 

 １１：３０～１２：００ 昼食（出会いの広場で炊事可）（食堂） 

 １２：００～      閉会式・表彰式       （２F研修室２） 

 １２：３０             解散 

７ 参加資格及び人員 

（１）各県高等学校体育連盟に加入している学校の生徒で、各校医による健康診断を受け、各校

医・各校長および各県高等学校体育連盟会長が参加を認めた者。 

（２）(公)日本山岳協会に平成２８年度の選手登録がしてある者 

（３）参加校は、各県男子２チーム、女子２チームまでとし、各チームは４名で編成すること。 

（４）各県に総監督１名、各チームに監督１名を置く。いずれも高等学校教員であること。 

（５）男女混成のチームは認めない。 
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８ 審査方法 

（１）全国高等学校総合体育大会登山大会成績評価基準に準ずる。 

（２）はじめに、チーム全員で装備点検の審査を受ける 

（３）選手は分担して以下のように審査を受ける。 

  ア 天気図：天気図作成審査を受ける。 

  イ 救急：医薬品審査と課題テストを受ける。 

  ウ 気象：気象の課題テストを受ける。 

  エ 自然観察：自然観察の課題テストを受ける。 

９ 表彰 男女とも、優勝校に優勝旗・賞状・メダルを、２・３位校に賞状を授与する。 

10 宿泊について 

 選手 監督・役員 審査員・総監督 

第１日【６月１７日(金)】梅田公園 テント泊 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ ﾙｰﾄｲﾝ浜名湖  

第２日【６月１８日(土)】三ケ日青年の家 館内で宿泊 館内で宿泊 館内で宿泊 

11 経費 

（１） 参加者一人あたりの納入金について 

   選 手     監 督   総監督・審査員         納入場所、方法等 

参加費    1,600円   各県の高体連事務局に納入する。 

宿泊費 1,700円 1,700円   9,700円 各宿舎にて納入する。 

輸送費 3,600円  3,600円   第１日目受付時に納入する。 

合 計 6,900円 5,300円 9,700円  

（１）選手・監督宿泊費  ：三ケ日青年の家１泊２食分 

（２）総監督・審査員宿泊費：ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ浜名湖１泊２食分＋三ケ日青年の家１泊２食分 

12 参加申し込みについて 

   東海高等学校総合体育大会登山大会所定の参加申込書に必要事項を記入し、選手人数分の

参加費を添えて、各県の高体連事務局に提出する。 

13 選手・監督変更について  

   選手・監督の変更が生じた場合は、東海高等学校総合体育大会登山大会所定の選手・

監督変更届に必要事項を記入し、各県の高体連事務局に提出する。 

14 荒天対策 

   登山隊長の要請に基づき、大会委員長が大会副委員長、行動隊役員、総務役員、審査員と

協議し、総監督会議に諮り、対策を決定する。 

＊第２日目荒天の場合 

  予定ルートのうち、大知波峠からおちばの里に直接下山する。 

  予定ルートのうち、葦毛湿原ピストンを割愛する。 

＊第３日目荒天の場合 

  スタート地点を引佐峠に変更する。 

※なお、第２日目、第３日目ともに大雨に関する警報等が発令されている場合は、当日大会

本部より指示する。 
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15 連絡事項 

（１）選手、監督は次の表示をすること。 

     ①13cm×18cm（Ｂ６版）の布の上半分に県名、下半分に学校名を横書きし、ザックの背面 

等の視認しやすい位置に表示すること。 

    ②3cm×6cmの布に学校名を横書きし、左胸上部の視認しやすい位置に表示すること。 

  ③上記①②の表示は、サブザック行動時、雨具装着時にも容易に視認できるようにしてお 

くこと。 

（２）テント本体、フライの両方に校名を表示すること。 

（３）地図は大会本部配布のもの、または国土地理院発行２万５千分の１地形図「二川」｢豊橋｣

「三ケ日」「気賀」を使用する。大会本部配布の地図は凡例等、地形図に基づく。 

（４）天気図用紙は第１号を使用する。 

（５）燃料・食料の現地調達は困難である。（ガソリンの使用は禁止する。） 

（６）記録書は大会本部で準備する。その様式見本は予報と共に配布する。 

（７）参加者は健康保険証を持参すること。 

 

16 本部連絡先 

（１）大会総務委員長  内山一彦（浜松北高） 

    電話：（０５３）４５４－５５４８（浜松北高） 

（２）アスモ健保会館（第１日目 開会式、審査） 

    電話：（０５３）５７２－３３１１ 

（３）梅田コミュニティセンター（第１日目 幕営地） 

電話なし 

（４）三ケ日青年の家（第２日目 宿泊地、第３日目 閉会式） 

    電話：（０５３）５２６－７１５６ 

 

17 医療機関 

      浜名病院    湖西市新所岡崎梅田入会地１５－７０ 

      電話：（０５３）５７７－２３３３ 

   引佐赤十字病院 浜松市北区引佐町金指１０２０ 

            電話：（０５３）５４２－０１１５ 

18 その他 

（１）受付は 6 月 17 日（金）13 時～13 時 30 分にアスモ健保会館玄関ホールで行います。 

（２）計画輸送は以下を予定しています。 

    6 月 18 日 登山コースゴール地点から三ケ日青年の家まで 

    6 月 19 日 三ケ日青年の家から登山コーススタート地点まで 

    6 月 19 日 登山コースゴール地点からバス乗車地点まで徒歩で移動、 

バス乗車地点から三ケ日青年の家まで 

（３）6 月 18 日の梅田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰから三ケ日青年の家への移動について、 

   自家用車でお越しの監督は各自の車で移動してください。 

   公共交通機関でお越しの監督は運営の車で移動していただきます。 
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（４）6 月 19 日の昼食を三ケ日青年の家で食べることができます。料金は一食 500 円です。注

文の有無にかかわらず、昼食注文票を６月６日（月）までに Fax してください。 

Fax 送付先 

０５３－４５６－３３１６ 静岡県立浜松北高等学校 早瀬彰 

 お手数をお掛けして申し訳ありません。 

（５）大会用の地図は、国土地理院発行の 2 万 5 千分の１地形図（「二川」、「豊橋」、「三ケ日」、

「気賀」）をもとに作成してあります。 

（６）荒天で幕営が不可能な場合は、梅田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰのホールに避難します。 

なお炊事は、梅田公園の仮設テントで行います。 

（７）湖西連峰コースは、葦毛湿原にトイレがあります。 

尉ヶ峰コースは、引佐峠、奥浜名湖スカイライン駐車場にトイレがあります。 

（８）歩行中の休憩や昼食は、パーティーで判断して行ってください。 

（９）ゴミは幕営地で処分できます。ゴミの分別や回収方法については、役員の指示に従ってく

ださい。 

（10）監督の宿泊について 

    梅田ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ・・・ホールに宿泊します。シュラフを御持参ください。 

    三ケ日青年の家・・・宿泊棟に宿泊します。シュラフは不要です。 

（11）事前下見について 

三ケ日青年の家を利用する際は、必ず予約をお願いします。 

梅田公園、おちばの里親水公園を利用する際は、必ず湖西市役所に連絡をしてください。 

        湖西市役所 ４３１－０４９２ 湖西市吉美３２６８ 

梅田公園に関する問い合わせ先 

土木管理課 

         電 話：（０５３）５７６－４５４５ 

       おちばの里親水公園に関する問い合わせ先 

社会教育課 

         電 話：（０５３）５７６－４７９３ 

 

19 講演会 

日 時  ６月１８日（土） １９：００～２０：００ 

会 場  三ヶ日青年の家 研修室２ 

       講師  鵜飼一博 氏 

（静岡市 経済局 農林水産部 治山林道課 主幹兼治山係長） 

プロフィール 

昭和 45年、浜松市生まれ。浜松西高、京都府立大学大学院卒業。平成 7年静岡県庁入庁。

小学校から高校までボーイスカウト活動を通じて、野外活動を体験したことから、大学で

は森林科学を専攻すると共に山岳部に入部。平成 15年に南アルプスの高山植物保護活動を

担当したことがきっかけで平成 19 年よりボランティアとして南アルプスのニホンジカ対

策に取り組んでいる。 


