令和４年度熊本県高等学校総合体育大会登山競技大会

実

施

要

項

１ 大 会 名

令和４年度熊本県高等学校総合体育大会登山競技大会

２ 主

催

熊本県高等学校体育連盟・熊本県教育委員会

３ 後

援

熊本県山岳・スポーツクライミング連盟

４ 主

管

熊本県高等学校体育連盟登山専門部

５ 期

日

令和４年６月２日（木）～６月５日（日） ３泊４日

６

場

南外輪山一帯（御船町・南阿蘇村・西原村）

会

集合日時：６月２日（木）15:00
集合場所：吉無田高原 緑の村キャンプ場
〒861-3323 上益城郡御船町田代 8405-24

TEL 0967-285-2210

解散日時：６月５日（日）12:00
解散場所：西原村青少年の森 風の里キャンプ場
〒861-2405 阿蘇郡西原村宮山 1731-7 TEL 096-279-2884
７

競技種目

団体男子・団体女子

８

競技日程

６月２日（木）14:30 受付
15:00 開会式
16:00 天気図・ペーパーテスト
17:30 監督・リーダー会議
19:00 顧問会議
21:00 消灯・就寝（テント泊）
６月３日（金）04:30 起床・朝食・出発準備・計量
6:30 隊編成・出発式
6:40 登山行動開始 キャンプ場･･･十文字峠･･･地蔵峠･･･地蔵
峠登山口･･･牧野道･･･重水･･･くまもと清陵高校校グラウ
ンド

登山行動終了

17:30 監督・リーダー会議
19:00 顧問会議
21:00 消灯・就寝（テント泊）
６月４日（土） 4:30 起床・朝食・出発準備・計量
6:30 (バス移動) 登山行動開始 俵山交流館萌の里･･･二の坂
･･･俵山･･･護王峠･･･二の峯･･･一の峯･･･出の口集落･･･西
原村少年の森キャンプ場 登山行動終了
17:30 監督・リーダー会議
19:00 交流会
20:00 顧問会議

22:00 消灯・就寝（テント泊）
６月５日（日）06:00 起床・朝食・下山準備
08:00 集合・清掃活動
09:00 研修
11:00 閉会式
12:00 解散
９

競技規則

熊本県高体連登山専門部審査基準による。

１０

競技方法

登山実技審査及びペーパーテスト・天気図作成技術の審査

１１ 新型コロナウイルス感染状況により宿泊等の制限がなされた場合の措置
（１）期
(２) 会

日 令和４年６月３日（金）～６月４日（土） 宿泊なし２日間
場 ６月３日

俵山（西原村・南阿蘇村）

集合時間： 9:30 受付
集合場所：俵山交流館萌の里横

俵山萌の里登山口駐車場

〒861-2402 阿蘇郡西原村小森 2115-3
解散時間：16:30
解散場所：俵山峠
〒869-1411 阿蘇郡南阿蘇村河陰俵山
６月４日 熊本市柿原公園（熊本市西区）
集合時間：9:30 受付
集合場所：熊本市柿原公園
〒860-0072 熊本市西区花園７丁目 961-8
解散時間：12:00
解散場所：集合場所に同じ
（３）競技種目 団体男子・団体女子
（４) 競技日程 ６月３日 登山行動 登山口･･･二の坂･･･俵山･･･俵山峠
６月４日 設営審査 知識審査 表彰
１２

参加資格

（１）選手は、学校教育法第１条に規定する高等学校に在籍する生徒であること。
（２）選手は、当該競技要項により参加の資格を得た者。
（３）年齢は、平成１６年４月２日以降に生まれた者とする。
ただし、出場回数は同一競技３回までとし、同一学年での出場は１回限りとする。
（４）チームの編成において、全日制課程、定時制課程、通信制課程の生徒の混成は認めない。
（５）広域通信制高等学校の参加にあたっては、以下のとおりとする。
①

広域通信制高等学校の加盟にあっては、全国高等学校体育連盟が示す「広域通信制高等
学校本校及び連携校等の都道府県高体連への加盟について（平成２６年５月２０日全面改
定）」を適用する。

② 大会の参加は原則として、熊本県高等学校体育連盟定時制・通信制総合体育大会とする。
③ 運動部活動が教育活動の一環として、日常継続的に顧問教員の指導のもとに適切に行われ
ており、活動時間帯等の運営が適切であること。
④ ③に伴い全日制大会参加の特例として、運動部活動が可能な学校に在籍し、かつ日常的に
県内で練習等の活動が行われていること。

（６）複数校合同チームによる大会参加
ア

再編・統合の対象となる学校について認める。

イ

少子化に伴う部員不足による複数校合同チームの大会参加は、別途に定める「複数校合
同チームの大会参加規定」に従う。

(７）転校・転籍後６ヶ月未満の生徒の参加は認めない（外国人留学生もこれに準ずる）。ただ
し、一家転住等やむを得ない事由による場合は、高体連会長の認可があれば、この限りでは
ない。
（８）参加選手は、あらかじめ健康診断を受け、在学する学校の校長の承認を必要とする。
（９）その他の事項については、全国高等学校体育連盟規定、九州高等学校体育連盟規定の参加
資格に準ずる。
（１０）参加資格の特例
ア

上記（１）（２）に定める生徒以外で、当該競技実施要項により大会参加資格を満たす
と判断され、県高体連が承認した生徒について、「大会参加資格の別途に定める規定」に
従い、大会参加を認める。

イ

上記（３）のただし書きについては、学年の区分を設けない課程に在学する生徒の出場
は、同一競技３回限りとする。

１３

参加制限

１４

引率・監督

１校につき男子１チーム（４名）、女子１チーム（４名）

（１）引率責任者は当該校の教員とする。また、校長から引率を委嘱された「部活動指導員」（学
校教育法施行規則第７８条の２に示された者）も可とする。但し、「部活動指導員」に引率を
委嘱する校長は、県高体連会長に事前に届け出る。
（２）監督、コーチ等は、校長の認める指導者とし、それが外部指導者の場合はスポーツ安全保
健（傷害、賠償責任保険等）に必ず加入することを条件とする。
１５

個人情報の取り扱い
本大会の参加申し込み等によって取得した個人情報の取り扱いについては、「熊本県高等学
校体育連盟個人情報方針」に基づき取り扱う。なお、参加申込書の提出をもって、これらの取
り扱いに関して参加生徒及び保護者の承諾を得たものとして対応する。

（１）参加申込書に記載された個人情報の取り扱い
ア

大会プログラムに掲載する｡

イ

競技場内でのアナウンス等による照会・コールすることがある｡

ウ

競技場内外の掲示板等に掲示されることがある｡

（２）競技結果（記録）等の取り扱い｡
ア

熊本県高等学校体育連盟ホームページで公開することがある｡

イ

大会報告書、熊本県高等学校体育連盟年報、熊本県高等学校体育連盟周年記念誌へ掲載
することがある｡

ウ
１６

報道機関等の取材により、新聞等のメディアで公開されることがある｡

肖像権の取扱い
本大会における競技者及び指導者並びにその他の関係者の肖像の取扱いについては、「公益
財団法人全国高等学校体育連盟

肖像権の取扱規程」に基づき取り扱う。なお、参加申込書の

提出をもって、これらの取扱いに関して参加者生徒及びその保護者の承諾を得たものとして対
応する。

１７

参加申込

（１）申し込み方法

申し込みは所定の申込書（別紙1）に記入のうえ１部を下記宛先に、郵送す

ること。
〒862-0971

熊本市中央区大江４丁目９－５８

熊本県高体連登山専門部事務局

髙村

哲哉

慶誠高等学校内
宛

Tel 096-366-0128

Fax 096-366-0239

（２）申し込み期限
令和４年５月１０日（火）必着
１８

参 加 料

（１）高体連加盟校の生徒

１チーム（５００円×４名）
個人参加の場合

非加盟校の生徒

２,０００円

１名

５００円

１チーム（１,０００円×４名）

４,０００円

個人参加の場合

１,０００円

１名

（２）納入方法
ア

参加申し込みと同時に郵便局で振込用紙を用いて下記の口座へ払い込むこと。

イ 払込先

１９

表

彰

２０

上部大会

口座番号

０１７６０－５－１４８５８７

加入者名

熊本県高体連登山専門部

男女とも上位３校まで表彰する。
九州大会（大分県玖珠郡九重町

涌蓋山・星生山）

男子１・２位校、女子１位校が出場
全国大会（香川県仲多度郡まんのう町 笠形山・竜王山・大川山）
男子１位校、女子１位校が出場
２１

新型コロナウイルス感染防止対策

（１）大会に参加する生徒は同意書(別紙 2‐1)を提出すること。
（２）各学校は同意書を取りまとめ保管し、証明書(別紙2‐2)を申込時に提出すること。
（３）監督、選手、補助員は試合当日、自身で検温を行い、学校毎に検温確認表(別紙3)を作成し
受付へ提出すること。
（４）参加者が以下の事項に該当する場合は、参加の見合わせを求めること。
ア

体調がよくない場合（例:発熱・咳・咽頭痛などの症状がある場合）

イ

同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる場合

ウ

過去１４日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等

への渡航又は当該在住者との濃厚接触がある場合
（５）マスクを持参すること（参加受付時や開・閉会式、監督・リーダー会議、天気図作成・ペ
ーパーテスト等の筆記試験の際や会話をするときにはマスクを着用すること）。
（６）大会開催中は、登山行動中も含めて可能であればアルコール等による手指消毒を実施する
こと。
（７）大会開催中は、登山行動中を含めて、大きな声で会話等をしないこと。
（８）感染防止のために主催者が決めた措置を遵守し、主催者の指示に従うこと。
（９）大会終了後２週間以内に新型コロナウイルス感染症を発症した場合は、主催者に対して速や
かに濃厚接触者の有無等について報告すること

２２

そ の 他

（１）ザック重量は、チーム重量（男子60kg・女子48kg）方式とする。
（２）学校名・オーダー名番号をＢ６判大（13cm×18cm）の布に明記し、各ザックの後背部に
取り付ける。（ザックカバーも同様）。
（３）審査用の天気図用紙は大会本部で準備する。
（４）オープンチーム、個人参加、大会補助員を希望する学校はその分の参加申込書をコピーし
て申し込んでください。ただし、新型コロナウイルス感染の状況により、オープンチーム及
び個人での出場枠を設けないこともあります。
（５）６月４日に交流会を計画しています。出し物（歌やゲーム等）の準備をお願いします。
※

各種登山大会（秋季大会や新人大会）への参加は熊本県山岳・スポーツクライミング連盟へ
の加入と、会員登録が必要です。高体連登山専門部は、各高校ごとではなく登山専門部として
加盟するので、登録のための負担金（加盟費）を高体連登山専門部で取りまとめて申請します。
そのため加盟費（各校７,０００円）を大会当日持参してください。
なお、山岳部・登山部等のある学校で、今年度県総体に参加できない学校は、登山専門部事
務局まで郵送してください。

※ 本大会、全九州大会、全国高校総体に参加するためには、県山岳・スポーツクライミング連盟
加入の他に、日本山岳・スポーツクライミング協会へ選手登録（１人１,０００円）が必要になり
ます。

