
2021 年 5月 10日 

  登山部報 No.1  

長野県高等学校体育連盟登山専門部   

  

令和 3年度長野県高等学校総合体育大会第 50回登山大会について  

（改訂版） 

  

１ 期 日    

2021 年 6 月 3日（木） ～ 6月 5日（土）（2泊 3日）   

  

２ 場 所    

  富士見町 西岳・編笠山周辺 

 

３ 宿泊地 （現地連絡先）      

ジュネス八ヶ岳アネックス 2号館（旧藤村学園八ヶ岳宿舎） 

ジュネス八ヶ岳 〒399-0101 長野県諏訪郡富士見町境 12067 TEL 0266-66-2931  

 

運営責任者  大西 英樹   携帯電話 070-4803-1077  

  

４ コース（予定）   

アネックス 2号館 ～西岳登山道 ～ 西岳 ～ 青年小屋 ～ 編笠山 ～ ジュネス八ヶ岳 

 ゴール後、スタート地点まで大会本部が用意したバスで移動します。 

  

５ 日 程  ＊競技時刻の詳細は，天候などに左右されることもあるので後日提示します。  

     6 月 3日（木）大会第 1日目（ジュネス八ヶ岳アネックス 2号館宿泊） 

        集合場所 ジュネス八ヶ岳アネックス 2号館   

        受 付  13：00～14：00    

開会式 14：15～14：45    

競 技  15：00～  

    審査項目：生活技術（幕営・炊事），気象，知識（事前研究），医療  

 

6月 4日（金）大会第 2日目（ジュネス八ヶ岳アネックス 2号館宿泊）     

競 技   

審査項目：体力，歩行，地形，装備，記録  

  

    6月 5日（土）大会第 3日目      

競 技  （予備日） 

閉会式  11：00   

解 散  11：30 （予定）  

  

６ 競技及び審査について   

（1）大会参加にあたっては，5月下旬から 6月上旬の 2500m 級の縦走登山に応じた装備を

携行してください。 

 



（2）2 日目の競技は，ラインオリエンテーリング形式とし，チーム毎の行動とします。   

  

（3） 競技コースは，ジュネス八ヶ岳アネックス 2号館をスタートし，西岳・編笠山を経

由してジュネス八ヶ岳へゴールするコースとなります。また，競技の公平を期すた

め，規定重量を設定する予定です。また，競技コースの特性上，特別区間を設定す

る予定です。  

  

（4） 自然観察・地史・地形等についての知識審査出題範囲は，「令和 3年度長野県高校総  

体登山大会事前研究資料」，今大会の山域地形図（国土地理院発行 1/25,000 地形

図），および「令和 2年度登山部報第 64号」92～94 ページの「主な登山用語」から

とします。また，救急テストを知識審査の中に設けます。実地に対応出来る基礎的

な医療・救急処置の知識を問います。「令和２年度登山部報第 64号」59～91ページ

を参照してください。  

  

（5） 気象審査についても基本的には「令和 2年度登山部報第 64号」掲載の審査基準によ

り行いますが，長野県大会独自の審査部分があることをご了承ください。「「令和 2

年度登山部報第 64号」49～58 ページを参照してください。  

  

（6） 1 日目の気象審査，知識審査，医療審査は，リーダー・監督会議は並行して行う予定

です。  

  

（7） その他の審査項目については，『全国高等学校登山大会成績評価実施要領』（「令和 2

年度登山部報第 64号」掲載）に準じますが，競技方法・審査項目などは長野県大会

独自の部分もあるため，上記成績評価実施要領とは異なる採点箇所が出てくること

をご了承ください。  

  

（8） 男子，女子各１位のチームは 8月 19 日(木)～23日(月)に福井県で開催される全国高

校総合体育大会に，男子・女子各 2 位のチームは 6月 18日(金)～20日(日) に富山

県立山で開催される北信越大会に参加します。  

  

７ 大会申込について   

（1） 各校男女別に正規チームは 1チームとし，1チームは 4名とします。補欠はオブザー

バーとして登録してください。正規チームの選手交代は受付時までとします。なお，

オブザーバーが 4名揃う場合はチームを組み審査対象となれますが、審査項目は限ら

れます。希望する場合はＢチーム(以下同様にＣ，Ｄ，･･････とチームを組むことも

可)として下さい。4名揃わない場合もオブザーバー参加が可能です。同様に手続きを

して下さい。  

  

注① 同一校内での全日制課程・定時制課程・通信制課程の生徒による混成チームを認

めますが，上位大会への出場権はありません。  

注② 単独校では人数が 4 名に満たない場合，日常的に交流がある近隣の学校との合同

チームを認めますが，注①と同様上位大会への出場権はありません。  

注③ 高校再編に関わる学校の参加に関しては，県高体連要覧「6．登録・参加申し込み

方法」（県高体連要覧）」に従ってチームを編成し申し込んでください。  

  生徒減による複数校の合同チームによる大会参加の条件  

ア 通常の練習が可能な近隣校を原則とする。  

イ 当該校の学校長が参加を認めること。  



ウ チーム名は連名とする。  

エ 認知書は学校ごとに作成する。  

オ 上位大会への出場権は与えない。  

  

（2） 【選手登録】高体連への登録と(公社)日本山岳・スポーツクライミング協会（以下

日山協）への選手登録が必要です。  

       

①高体連への登録は，各校体育科を通して高体連に登録して下さい（登録料も必要で

す）。登山専門部 HPからダウンロードしたファイルを使用する場合は，HP内のマニ

ュアルに従って活用してください。  

  

②「日山協」への選手登録は，昨年度 3月に登録していない生徒分について登録をお

願いします。登山専門部 HPから登録シートをダウンロードし，必要事項を入力して

県高体連登山専門部 登録担当 福島 伸一 先生 へ 4月 21 日(水)までに申し込ん

でください。登録料(１人 1,000円)は学校単位で所定の方法により納付をしてくだ

さい。  

  

（3） 【出場認知書】長野県高体連登山専門部ＨＰの登録用ファイルをダウンロードし，

ＨＰ内のマニュアルに従って，必要事項を入力してプリントアウトした認知書を下

記専門委員長宛に直接郵送するとともに，データをメールに添付して送ってくださ

い。認知書の入力について，監督は名前の後に，生徒は全員Ａ欄に血液型を，ま

た，Ｂ欄に正規チーム，Ｂチーム，Ｃチーム，Ｄチーム，オブザーバーの別を記入

ください。  

  

（4） 納付金は 6月 3日の受付時に納入して下さい。納付金額は部報 No.2 でお知らせしま  

す。  

  

（5） 申込締切日は 5月 7日（金）必着です。プログラムの編集作業のほか，高体連事務

局，県教委，報道機関への提出期限があります。申込締切日は厳守してください。  

  

（6） 参加申し込み及び大会本部連絡先  

  

          〒397-8571  木曽郡木曽町福島 1827-2 木曽青峰高等学校内  

                  長野県高体連登山専門部委員長  大西 英樹   

                 TEL（0264）22-2119  FAX（0264）21-1056  

                      E-mail o24＠m.nagano‐c.ed.jp  

  

８ 携行品について   

（1） 個人装備，団体装備ともに入念なチェックをしてきてください。  

  

（2） 5月下旬から 6月上旬の 2泊 3日の山行に必要な装備・食糧を準備してください。ガソ

リン及び薪を燃料とすることは禁止します。  

  

（3） 服装は全国大会に準じた服装とします。  

  

（4） 登山靴については，くるぶしまで保護できるしっかりした登山靴を原則とします。  

  



（5） メインザック・サブザック・ザックカバーの背面中央にはがき大の学校名を記入したゼ

ッケンをつけて下さい。合同チームは 2校の校名を併記し合同チームであることが判る

ようにしてください。 

（6） コンパス，黒ボールペン，筆記用具など，読図・筆記審査等に必要な物を持参して下さ

い。  

  

（7） 男女別，正規・オブザーバー別にそれぞれチームごとに計画書を作成し，各 1部を受付

時に提出して下さい。   

  

（8） 地形図は国土地理院発行 2万 5千分の 1地形図「八ヶ岳西部」が必要です。  

  

（9） 審査用天気図用紙は本部で用意します。   

  

９ その他   

（1） 日程・内容等の詳細は参加申込校に「部報 No.2」として，役員下見（5月 20日～21 

日予定）後にメールにて送信し，登山部ＨＰにも掲載します。また必要な連絡は，認

知書を送りいただいたメールのアドレスへお届けします。  

  

（2） 概念図と断面図の例を添付しましたので計画書作成の参考にしてください。 

 

（3）生活技術（幕営・炊事）の審査については，アネックス 2号館のグランドにて行いま 

す。すべての装備をメインザックに収納して審査を受けてください。 

 

（4）A チームはテント内での密集を避けるため，今大会の宿泊は設営したテントではなく体

育館となります。 

 

（5）B・C・D・Eチーム，オブザーバーについても体育館で宿泊してください。ただし，単

独でテントを使用する場合は，グランドでの幕営・宿泊を許可します。 

 

（6）すべての参加者は寝袋を持参してください。 

 

 

 

  

その他ご不明な点は，下記までお問い合わせください。  

  

  

  

   問い合わせ先  

〒397-8571  木曽郡木曽町福島 1827-2 木曽青峰高等学校内  

 長野県高体連登山専門部委員長  大西 英樹   

 TEL（0264）22-2119  FAX（0264）21-1056  

 E-mail o24＠m.nagano‐c.ed.jp  


