
2014 JMAクライミング日本選手権 マムートカップに参加される方へ 

タイムスケジュール 

当日の競技進行により変更される場合がありますので、ご了解ください。 

１／４（土） 

一般選手受付 ······································· 8：00 ～8：45 

一般男子予選（フラッシュ ２ルート同時進行前半） 

一般女子予選（フラッシュ １ルート目） ··················· 9：30 ～11:20 

（女子ルート変更） 

一般男子予選（フラッシュ ２ルート同時進行後半） 

一般女子予選（フラッシュ ２ルート目） ·················· 13：20 ～15:10 

障害者予選選手受付 ································ 14：50 ～15：10 

障害者予選 ········································ 16：10 ～17:30 

 

１／５（日） 

一般男女準決勝選手受付 ····························· 8：00～8：30 

一般男女準決勝 ····································· 9：30～11:30 

障害者決勝 ········································ 13：00～ 

一般男女決勝 ······································ 15：00～ 

表彰式 ············································ 17：00～ 

※ 一般、障害者とも、決勝の受付および開始時刻の詳細は、４日の予選終了後にご案内いたし

ます。 

会場/受付場所 

東久留米スポーツセンター 入口 

〒203-0011 東京都東久留米市大門町 2丁目 14−37 

※ ファックスまたはインターネットで申し込みをした方は、誓約書に押印の上、参加申込

書を受付で提出してください。 

参加費 

・ ８,０００円 

※ 選手登録未了で日本フリークライミング協会会員でない方は、別途選手登録費（成年 

２,０００円、少年 １,０００円）が必要です。 

・ 参加料及び登録費は、１２月２４日（火）までに下記郵便振替口座に入金をお願いしま

す。 

   郵便振替口座番号：００１１０－５－５４６６９３ 

   加入者名：（社）日本山岳協会 

※ 銀行口座からの振込の場合、以下に振り込んでください。 

銀行名 ゆうちょ銀行（金融機関コード ９９００） 

店名 〇一九 店（ゼロイチキユウ店） （店番 ０１９）  
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預金種目 当座 

口座番号 ０５４６６９３ 

その他 

・ ルートセッターは立木孝明、伊藤剛、浜田健介、米倉亜貴です。 

※ キャンセルなどの連絡は、以下までお願いいたします。 

（社）日本山岳協会（ 担当：中川 ） 

 〒１５０-８０５０  東京都渋谷区神南１-１-１  岸記念体育館内 

 Ｔｅｌ：０３－３４８１－２３９６  Ｆａｘ：０３－３４８１－２３９５ 

 Ｅメール：info@jma-sangaku.or.jp  ホームページ：http://www.jma-sangaku.or.jp/ 

※ １月３日以降は北山（０９０-１６９５-３２４６）、山本（０９０-７１８８-９８４４）

のいずれかまでご連絡ください。 

※ 駐車場に限りがありますので、やむを得ない場合以外は公共交通機関をご利用いただくよ

うお願いいたします。 

※ 会場の体育館は土足禁止です。上履き（運動靴、スリッパなど）をご持参ください。 



予選競技順 

※ 一般男子は、番号の頭にAのついている選手がAルートを先に、Bのついている選手がBルートを先に登ります。

その後、先に A ルートを登った選手は B ルートを、Bルートを登った選手は A ルートを登ります。 

※ 一般女子は、最初のルートを番号の頭に Aのついている選手が登ったあと、Bのついている選手が登り、その後ル

ート変更をおこないます。ルート変更後、番号の頭に B のついている選手が先に登り、その後で頭に A のついてい

る選手が登ります。 

一般男子予選 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般女子予選 

 

 

 

 

 

 

障害者予選 

A1 松岡 準弥  A12 山田 航  B1 船木 大生  B12 北村 啓祐 

A2 樋口 純裕  A13 飯田 譲  B2 芝田 将基  B13 小西 桂 

A3 松島 暁人  A14 野村 真一郎  B3 鈴木 正信  B14 清水 広明 

A4 是永 敬一郎  A15 佐々木 原  B4 山川 尊頌  B15 羽鎌田 直人 

A5 大井 将生  A16 尾崎 晃一  B5 徳永 潤一  B16 若江 勇一 

A6 江口 健太  A17 沼尻 拓磨  B6 卯城 鉄平  B17 藤井 快 

A7 太田 裕樹  A18 尾形 和俊  B7 小西 大介  B18 中野 稔 

A8 渡邉 海人  A19 楢崎 智亜  B8 中原 栄  B19 松原 宏実 

A9 竹田 拓哉  A20 本郷 真一  B9 笠原 大輔  B20 盛田 康平 

A10 小塙 雄斗  A2１ 新田 龍海  B10 福田 宗次郎  B21 島谷 尚季 

A11 波田 悠貴     B11 杉本 怜    

A1 中村 祐香梨  A7 田嶋 あいか  B1 松尾 智子  B7 小林 由佳 

A2 中田 茉那  A8 野中 生萌  B2 義村 萌  B8 大澤 咲子 

A3 西田 朱李  A9 風間 慧美  B3 三浦 絵里菜  B9 曽我 綾乃 

A4 江口 かおり  A10 渡邊 亜梨沙  B4 望月 香菜子  B10 大植 麻亜耶 

A5 木暮 花  A11 坂井 絢音  B5 石毛 杏香  B11 目次 容子 

A6 尾上 彩  A12 松島 由希  B6 遠藤 由加  B12 竹内 彩佳 

           

競技順 区分 氏名 性別 住所/所属 

１ 肢体 中埜 雅富 男子 福岡県 

２ 肢体 大槻 智志 男子 宮城県 

３ Ｂ３ 中越 祐太 男子 高知県 

４ Ｂ３ 蓑和田 一洋 男子 東京都 

５ Ｂ３ 前岡 ミカ 女子 高知県 

６ Ｂ２ 会田 祥 男子 東京都 

７ Ｂ２ 青木 宏美 女子 愛知県 

８ Ｂ２ 長橋 孝明 男子 東京都 

９ Ｂ２ 小林 幸一郎 男子 東京都 

１０ Ｂ１ 岩本 謙司 男子 神奈川県 

１１ Ｂ１ 川井 雄人 男子 東京都 

１２ Ｂ１ 川嶋 一広 男子 東京都 

１３ Ｂ１ 小松 範明 男子 宮城県 

１４ Ｂ１ 加藤 直樹 男子 埼玉県 

１５ Ｂ１ 前岡 正人 男子 高知県 
     




