
平成30年度事業報告

登山部

（指導委員会/登山普及委員会）

【一般事業】

事業名 期日 場所 摘要

みえスポーツフェスティバル山岳2018　山
の日制定記念登山大会

10/28 津市・経ケ峰
一般参加者：54名　岳連会
員：88名

少年少女登山教室 12/9 尾高山
参加者：子供7名、保護者7
名、ｽﾀｯﾌ8名

初心者対象積雪期登山研修 2/17 竜ヶ岳・遠足尾根周辺 岳連会員44名参加

【会議Ⅰ(三重岳連）】

事業名 期日 場所 摘要

 指導委員会 9/6 珈琲屋らんぷ四日市店

山登りベーシック塾2019準備委員会 10/18 尾高

臨時指導委員会 11/17 珈琲屋らんぷ四日市店

山登りベーシック塾2019準備委員会 11/29 尾高

山登りベーシック塾2019準備委員会 12/17 尾高

山登りベーシック塾2019準備委員会 1/23 尾高

山登りベーシック塾2019準備委員会 3/19 尾高

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】

事業名 期日 場所 摘要

全国指導員委員長会議&研修会 6/2 6/3 東京 森委員長出席

夏山リーダー講師養成講習会 8/18 8/19
神奈川県立山岳スポー
ツセンター

参加者なし

登攀技術研修会(A級主任検定員・上級指
導員養成講習会)

10/27 10/28 愛知 松尾

第2回夏山リーダー講師養成講習会 3/16 3/17
神奈川県立山岳スポー
ツセンター

1名参加

【協力・その他】

事業名 期日 場所 摘要

スペシャルオリンピックス日本三重登山支援 8/25 雲母峰

みえスポフェス下見 10/13 津市・経ケ峰

初心者対象積雪期登山研修下見 1/20 竜ヶ岳・遠足尾根周辺 15名参加



（自然保護委員会）

【一般事業】

事業名 期日 場所 摘要

自然観察会(裸地化とシロヤシオ観察) 5/19 竜ヶ岳
参加15名（松阪6、鈴鹿2、
やまびと2、朝明5)

自然保護月間 10/1 11/30 各山域 各会で清掃登山実施

自然保護研修会（兼清掃登山） 12/1 朝明渓谷周辺
清掃登山14名、研修会（朝
明茶屋）9名参加。

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】

事業名 期日 場所 摘要

全国自然保護委員総会 11/23 11/25 埼玉 副委員長出席

（遭難対策委員会）

別紙での報告

（山岳スキー）

【競技会・その他】

事業名 期日 場所 摘要

第12回山岳スキー競技日本選手権大会
（JMSCA主催）

4/15 長野県　栂池高原
成男１：小寺教夫選手　準
優勝

ISMF 山岳スキー競技世界選手権 3/9 3/16 スイス
小寺教夫選手、日本代表
選手団として出場

競技部

【一般事業】

事業名 期日 場所 摘要

岐阜県山岳連盟　ＳＣ確保研修会 7/8 岐阜聖徳学園 加藤他４人

愛知県山岳連盟　確保研修会 8/26 岡崎 戸田

【会議Ⅰ(三重岳連）】

事業名 期日 場所 摘要

競技部役員打ち合わせ 1/11 鈴鹿市
加藤、亀井、戸田、松尾　県予
選、東海ブロックについて

スポーツクライミング関係者意見交換会 3/9 鈴鹿高校

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】

事業名 期日 場所 摘要

国体監督会議・壮行会 9/20 松尾　監督、選手3名

愛知・岐阜・三重　競技関係者打ち合わせ 1/6 岐阜市
戸田、松尾　県予選につい
て

JMSCA競技部ブロック別研修会(近畿ブロッ
ク)

1/19 奈良県天理市 葛原、戸田、松尾　視察兼

JMSCA競技部ブロック別研修会(東海ブロッ
ク)

2/2 2/3 鈴鹿高校



【競技会・その他】

事業名 期日 場所 摘要

IFSC ワールドカップ 4/13 4/14 マイリンゲン（スイス） 渡部桂太

IFSC ワールドカップ 4/21 4/22 モスクワ（ロシア） 渡部桂太

IFSC ワールドカップ 5/5 5/6 重慶（中国） 渡部桂太

IFSC ワールドカップ 5/12 5/13 泰安（中国） 渡部桂太

ユースボルダリング選手権 5/19 5/20 倉吉（鳥取）
小林舞，柏綾音，森奈央，
杉本侑翼

IFSC ワールドカップ 6/2 6/3 八王子（東京） 渡部桂太

IFSC ワールドカップ 6/8 6/9 ベイル（アメリカ） 渡部桂太

国体東海ブロック予選会 7/14 7/15 岐阜市・各務原
成女子１位・本国体出場、
少年男女共４位

国体成年男子代表選手追加選考会 7/16 津市・KO-WALL
4名参加あり。1位選手本国
体出場。

IFSC ワールドカップ 7/20 7/21 ブリアンソン（フランス） 義村萌

IFSC ワールドカップ 7/27 7/28 アルコ（イタリア） 義村萌

ジュニアオリンピックカップ 8/11 8/13 富山県南砺市
森奈央，杉本侑翼，小林舞
西山心菜，山口航生

こどもの城　第14回クライミング選手権 9/8 松阪　こどもの城

IFSC 世界選手権 9/6 9/16 オーストリア 渡部桂太

福井しあわせ元気国体 10/4 10/7 福井県池田市
成男B１２位、L１３位　成女
B4位、L準優勝

IFSC ワールドカップ 10/27 10/28 厦門（中国） 田嶋あいか

ＩＦＳＣ－ＡＣＣ　アジア選手権 11/7 11/11 倉吉（鳥取） 渡部桂太

ボルダリングジャパンカップ 1/26 1/27 駒沢（東京） 渡部桂太、森奈央

リードジャパンカップ 3/2 3/3 印西（千葉） 渡部桂太，田嶋あいか
義村萌，小林舞，森奈央

ユースリード選手権 3/23 3/25 印西（千葉） 小林舞，柏綾音，森奈央
杉本侑翼，小林隼翔

東海スポーツクライミングコンペ（兼　H31国
体県予選リード競技）

3/30
安八スカイウォール (岐
阜県）

愛知、岐阜と合同開催

【協力・その他】

事業名 期日 場所 摘要

ＳＧクライミング体験会 9/2 鈴鹿ＳＧ （9/1は雨で中止）5名参加

ＳＧトップロープ確保研修会 9/9 鈴鹿ＳＧ

ＳＧリード確保研修会 9/16 鈴鹿ＳＧ （9/15は雨で中止）2名認定

三重交通鈴鹿の杜・ガーデンフェスタ 10/8 鈴鹿ＳＧ 3回体験60名

ＳＧジュニア体験会 11/11 鈴鹿ＳＧ 30人体験

みえこどもの城　確保研修会 12/15 松阪　こどもの城
ＳＣ関係者3名　スタッフ、ボ
ランティア向け講習

みえこどもの城　トップロープクライミング体
験会  支援

6/9 松阪　こどもの城 戸田、松尾



総務部

【会議Ⅰ(三重岳連）】

事業名 期日 場所 摘要

定時総会 4/14 大川学園　大会議室

理事会 4/14 3/26
鈴鹿市文化会館　研修
室

各月1回

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】

事業名 期日 場所 摘要

日山協　定時総会 6/10 亀井前会長出席

三重県体育協会・定時評議員会 6/18 津市 松尾

東海ブロック正副会長・理事長会議 7/14 7/15 岐阜県関市　 亀井前会長、加藤理事長

安全登山指導者研修会（東部地区） 9/15 9/17
埼玉県立小川げんきプ
ラザ、金勝山

鈴鹿山岳会より4名参加

安全登山サテライトセミナー（名古屋） 11/3 11/4 名古屋工業大学

JMSCA新春懇談会 1/12 東京市ヶ谷 根本会長出席

平成30年度登山普及情報交換会 2/16 東京 加藤理事長出席

JMSCA全国理事長会議 2/17 東京 加藤理事長出席

【協力・その他】

事業名 期日 場所 摘要

四日市西署・挨拶 6/13 菰野 根本・加藤・葛原

第47回三重県スポーツ賞、平成30年度（公
財）三重県体育協会表彰　表彰式

2/19 ホテルグリーンパーク津 根本会長出席

総務部（関連団体）

【一般事業】

事業名 期日 場所 摘要

春の安全登山と自然保護啓発活動（鈴鹿
山系連絡協議会）

5/19 鈴鹿山系７登山口

秋の安全登山と自然保護啓発活動（鈴鹿
山系連絡協議会）

9/29 鈴鹿山系８登山口 中止

三重県山岳遭難防止講演会（三重県山岳
遭難防止対策連絡協議会）

11/4 県庁講堂
岳連会員、登山の愛好者、
山岳遭難防止等関係者で
約140名の参加

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】

事業名 期日 場所 摘要

大杉渓谷オープンセレモニー 4/20 大杉谷登山センター
根本（大杉谷登山センター
理事、山岳連盟会長として）

大杉谷登山センター第一回理事会 4/25 三瀬谷公民館
根本（大杉谷登山センター
理事）

大杉谷登山センター社員総会並びに第二
回理事会

5/21 大台町役場
根本（大杉谷登山センター
理事）

三重県山岳遭難防止対策連絡協議会総会 5/31
根本会長、加藤理事長出
席

鈴鹿山系連絡協議会 9/29 9/30 滋賀県東近江市
岳連役員、委員長　29日の
み開催。

大杉谷登山センター第三回理事会 12/23
根本（大杉谷登山センター
理事）

大台ヶ原の利用に関する協議会 2/22 奈良商工会議所 根本



【協力・その他】

事業名 期日 場所 摘要

大杉谷オープン前パトロール 4/17 4/18 大杉渓谷～日出ケ岳
根本（大杉谷登山センター
理事）

第6回夏山フェスタ　（三重県山岳遭難防止
対策連絡協議会ブース出展）

6/23 6/24 名古屋
加藤総務部長、県職員、県
警署員、岳連遭対委員

三重県高体連登山専門部

【一般事業】

事業名 期日 場所 摘要

三重県高校総体並びに全国高校総体・東
海高校総体登山競技三重県予選

5/26 5/27 朝明渓谷
全国大会出場校　男子：神戸、
四日市工業　女子：いなべ総
合、神戸

東海高校総体登山競技大会 6/15 6/17 愛知　鳳来寺山・本宮山
出場校　男子：四日市、四日市
工業（3位入賞）女子：菰野、四
日市農芸

東海総体（全国高等学校総合体育大会） 8/3 8/7 菰野町
男子:神戸12位、四日市工業
15位　女子：神戸16位、いなべ
綜合30位

高校登山部秋季大会 11/3 11/4 宇賀渓　竜ヶ岳

高校登山部顧問等安全登山講習会 12/7 四日市少年自然の家

高校登山部顧問雪山研修会 2/23 2/24
いなべ総合学園高、藤
原岳山頂付近

高校登山部顧問向け確保講習会（トップ
ロープ）

3/9 鈴鹿ＳＧ

【競技会・その他】

事業名 期日 場所 摘要

高校選抜クライミング大会合同予選会 10/27 岐阜聖徳学園　
鈴鹿高校選手2名全国大会
へ出場

第9回全国高等学校選抜スポーツクライミン
グ選手権大会（全国高体連、JMSCA共催）

12/22 12/23 埼玉県加須市
男子：寺本(鈴鹿)101位　女
子：分部(鈴鹿)97位

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】

事業名 期日 場所 摘要

積雪期基礎講習会（国立登山研修所、
JMSCA、全国高体連共催）

2/9 2/11
国立登山研修所及び周
辺山域

2名参加

特別部会（高校総体）

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】

事業名 期日 場所 摘要

平成30年度全国高校総体登山大会菰野町
実行委員会総会

4/26 菰野町役場 加藤理事長出席

高校総体　菰野消防・三重防災航空隊・自
衛隊・医師協議会

4/27 菰野町役場 緊急対応のうちあわせ

高校総体　第２回安全対策会議 4/28 4/30
四日市市少年自然の
家、他

大会コース下見、大会運営
説明

高校総体　救急・搬送訓練 6/2
菰野富士、菰野町消防
本部

高校総体　拡大事務局会議・審査員講習
会

6/22 5/24 水沢・菰野

高校総体・総会、壮行会 7/11 津市 加藤理事長出席

高校総体　第3回安全対策会議　最終シ
ミュレーション

7/14 7/16 水沢・菰野



高校総体　菰野消防・三重防災航空隊合
同訓練

7/16 菰野
防災ヘリ滋賀　自衛隊も参
加

全国高校総体菰野町実行委員会解散総会 2/25 菰野町

【協力・その他】

事業名 期日 場所 摘要

三重インターハイ・三重国体PRイベント「ク
ライミング体験会」

5/6 三重県民の森

三重インターハイPRイベント「登山」 5/12 武平峠～御在所
一般40名、スタッフ参加20
名程

三重インターハイPRイベント「ナイフの使い
方等」

6/30 三重県民の森

特別部会（三重国体関連）

【会議Ⅱ（JMSCA・その他）】

事業名 期日 場所 摘要

プレ国体・視察 6/2 6/3 福井県池田町 （6/2）加藤・草川（6/3）松尾

とこわか国体・総会 7/23 津市 根本会長出席

福井国体視察 10/4 10/7 福井県池田市
役員他・監督・選手4日間の
べ48名　19名

講演会　競技施設後利用に関する内容 2/6 加藤理事長出席

三重とこわか国体　第１回競技運営担当者
会議

2/19 三重県庁 加藤、松尾出席

三重国体菰野町実行委員会の設立総会&
第１回実行委員会

3/13 菰野町 岳連より6名出席

【協力・その他】

事業名 期日 場所 摘要

国体PR　 ワクワクふれあいまつり 9/29 9/30 四日市　水沢星の広場 台風の為中止

国体PR　こもガク 10/14 菰野町県民の森
約420人体験、サポート：12
名+１名

国体PR　住友電装スポーツフェスタ 10/14 鈴鹿ＳＧ サポート：9名

国体PR　第13回鈴鹿山麓かもしかハーフマ
ラソン

10/21 菰野町役場
約400名体験、サポート：13
名

国体PR　竹成地区ふれあいまつり 10/28 菰野町千種
ＰＲ関係者（他県応援有り）
約250人体験

国体PR　千種ふれあいまつり 10/28 菰野町竹永
ＰＲ関係者（他県応援有り）
約300人体験

国体PR　Ｂ＆Ｇ 障害者スポーツフェスティ
バル

11/11 菰野町菰野 ＰＲ関係者　20人体験

国体PR　菰野ヒルクライムチャレンジ in 鈴
鹿スカイライン

3/24 菰野町役場 PR関係者


