
「山の日」記念 ふるさとの山を登ろう！ 

第 14 回 しずおかスポーツフェスティバル登山大会 実施要項 
 

 

1、 主 催 （公財）静岡県スポーツ協会、静岡県、静岡県教育委員会、（一社）静岡県山岳・スポーツ 

クライミング連盟、静岡市山岳連盟、日本山岳会静岡支部、静岡県勤労者山岳連盟 

2、協 賛 （公財）スポーツ安全協会静岡県支部 

3、主 管 しずおかスポーツフェスティバル 県・中部地域実行委員会、中部地域連絡協議会、 

      （一社）静岡県山岳・スポーツクライミング連盟中部ブロック 

4、協 力 静岡県高等学校体育連盟登山部 

5、期 日 令和 ２年１０月１８日（日） 

6、会場地 静岡市安倍奥山域（山伏、八紘嶺） 

＊山伏（2,014ｍ） 西日影沢出合を起点とし蓬峠をたどり稜線に出ると、南アルプス、富士山と 

素晴らしい景観です。 

沢あり、尾根あり、と変化に富み稜線では笹に囲まれさわやかコースを満喫頂けます。 

＊八紘嶺（1,918m） 

山伏と共に安倍奥を代表する山で多くの登山者が訪れ登山を楽しんでいます。 

 

開会式会場案内・駐車場  梅ヶ島 草木 バス停横  多目的広場（トイレあります。） 

  受付時に、体温測定を行いチェック表に記入させて頂きます。 

開会式・閉会式は草木バス停多目的広場 

開会式には荷物を持って式に参列下さい。 

登山口への移動はマイカー相乗り移動となります。代表の方は提供車両を決めてください。 

個人参加の方は受付時に、その旨伝えてください。 

 

第 14回しずおかフェステバル登山大会役員 

大会会長     （一社）静岡県山岳・スポーツクライミング連盟会長  滝田 博之  

大会副会長     静岡県高体連登山専門部委員長        鈴木 重幸 

大会実行委員長   静岡市山岳連盟会長             望月 喜久治 

実行副委員長    静岡市山岳連盟副会長            勝見 鉦雄 

会計・渉外     勝見 鉦雄 

本部通信      望月 喜久治  勝見 鉦雄 

医  師      竹田 優 

救護班（車両）   森 健次・出利葉 義次  

行動役員 Ａコース 隊長 増田 浩二・班長 辻 秀信・前田 敦司・牧野 静夫 

        Ｂコース 隊長 赤堀 正 ・班長 篠崎 勇・原川 博幸・長倉 康博 

                             

開会式   日時 10月 18日（日） 開会時間 ８：００ 受付・集合時間 ７：３０  

        会場  梅ヶ島 草木バス停横 多目的広場   （トイレ・手洗い水道設備有） 

開会の言葉          司会者     篠崎 勇 

大会会長挨拶         （一社）静岡県山岳スポーツクライミング連盟会長 滝田 博之 

梅ヶ島学区連合自治会長挨拶          小泉 住雄  

大会実行委員長挨拶      静岡市山岳連盟会長            望月 喜久治 

梅ヶ島交番長挨拶               米原 由紀人  

行動役員紹介         Ａコース隊長  増田 浩二 

 



 

諸注意事項          Ｂコース隊長  赤堀 正 

閉会の言葉          司会者  

 

閉会式    会場  梅ヶ島 草木バス停横 多目的広場   参加者集合次第閉会式開催 

開会の言葉           司 会 者  

会長挨拶・実行委員長挨拶 

講  評            Ａコース隊長  増田 浩二 

閉会の言葉           司 会 者  

 

7、日程・コース等 

（1）Aコース １０月１８日（日） 山伏 日帰り山行 

（一般社会人・高校山岳部対象、募集人員 20名） 

梅ヶ島草木バス停横 多目的広場 7：30    

開会式 8；00 西日影沢登山口 9:00～蓬峠～稜線～山伏～蓬峠～駐車場 ピストン 

閉会式 16：00 ・現地解散 歩程 6時間 00分（含休憩） 

 

（2）Bコース １０月１８日（日） 八紘嶺 日帰り山行 

（一般社会人・高校山岳部対象、募集人員 30名） 

梅ヶ島草木バス停横 多目的広場 7：30    

開会式 8:00 梅ヶ島登山口 9:00～富士見台~12：00八紘嶺～梅ヶ島駐車場 ピストン 

閉会式 16：00 ・現地解散  歩程 5時間 30分（含休憩） 

 

8、携行品 

 ・Aコース 日帰り山行に必要な装備、食料（昼食）、地形図：「梅ヶ島」     

 ・Bコース 日帰り山行に必要な装備、食料（昼食）、地形図：「梅ヶ島」 

     A・Bコースとも天候等によりコースの変更もあります。 

 

9、参加資格 県内に居住、勤務、または在学する者。 

 

10、参加料等 

 ・A コース（2,000円）  ※傷害保険料、資料 等 

  ・B コース（2,000円）  ※傷害保険料、資料 等 

 

11、申し込み 

  別紙参加申込書に必要事項を記入し、郵便又はＦＡＸ・メールでお送りください。 

募集定員まで到着順に受け付けます。 

受付受理の連絡を入れます。その後参加料を振り込んでください。 

申し込み期限 ９月１０日～１０月８日（木） 

申し込み先  望月 喜久治 静岡市清水区長崎新田２１２－３ ＦＡＸ 054‐347‐3707 

         ｅ－ｍａｉｌ kikuji@mochizukiname.co.jp 

問い合わせ先 

         望月 喜久治  090－3588－2847 又は同上メールにて 

参加料振込先  

                静岡銀行 県庁支店 普通口座 ０２４６４６１  静岡市山岳連盟 

   ＊振込手数料は各自でご負担ください。 

    

mailto:kikuji@mochizukiname.co.jp


 

＊申し込み先着順として、定員になり次第締め切らせていただきます。 

 

12、その他 

①大会中に生じた怪我等につきましては大会加入保険内で対応処置となります。 

②大会実施日の１週間前以降のキャンセルは振込金の返金は致しかねます。ご理解ください。 

   ③班編成名簿は、受付で代表者に配布します。 

④Ａコースは、新窪乗越から扇の要間に、落石が有り多人数で行動が危険と思われますので、 

 山伏山頂と西日影沢間ピストンのコースとします。 

 

注意 新型コロナウイルス感染症予防を考え、１泊２日を日帰り登山に変更致します。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



月 日
交通
手段

車 台

住 所
〒

ＦＡＸ e-mail

コース 参加者氏名 年 齢 性 別 住         所

1 〒

2

3

4

5

6

7

8

9

10

・振り込み金額 Ａコース参加料 1名

Ｂコース参加料 1名

合　計　　　　　　　　　 　　　　　　円

１、

２、

３、

４、

５、

６、 当日受付にて体温を検温させて頂きます。了承ください。

令和２年度 第14回 しずおかスポーツフェスティバル登山大会 参加申込書

2,000円

2,000円

電話番号

申し込み日 団体名
(団体の場合のみ)

注意　　振込は、受付受理の報告後お願いいたします。

保険・資料

保険・資料

会場に消毒液を準備いたします、必ず使用して開会式に参列ください

FAX　054－347-3707　　Mail　kikuji@mochizukiname.co.jp

振込先　静岡市山岳連盟　静岡銀行　県庁支店　　普通　　0246461

咳・だるさ・味覚などの症状が無い事

自身の身体を守る事・人への感染を行わない事

日頃より検温を行い当日朝の体温が37度を超えていない事

開会式・閉会式はマスク着用　登山中はマスクを外すこと

・新型コロナウイルス感染予防対策のお願い

申し込み責任者

電話番号

　　　　　　　　　 申込先　　静岡市山岳連盟事務局　静岡市清水区長崎新田２１２－３

＊氏名等の記載は別紙添付でも構いません。




