
2019年度 愛知県山岳連盟行事計画 2019/4/10：作成

常任理事会 高 体 連

理事会など 企　画 指　導 遭　対 自然保護　 SC普及/強化 ジュニア

4/16 春山遭難対策会議・気象予報  4/21 国体予選会・ボルダ 4/23 第1回登山部委員会 4/7 全国競技委員長会議 (場所未定)

4/13 2019年度 総会 （県スポ） 　 (県教育会館)  

　 4/27-28 氷雪技術研修会（富士山）

5/7 第1回常任 5/18-19 第47回自然観察会 5/5 第1回強化合宿・ボルダ 5/18-19 ボルダリング・ユース日本選手権 (鳥取）5/18-23 登山リーダー春山(剣岳)

(国立乗鞍青少年交流の家） 5/12 東海合同ボルダ練習会 5/25-26 県高校総体 (県民の森） 5/25-26 第2回コンバインド・ジャパンカップ

　 5/14 読図講習会・机上 (県スポ) （愛媛）

　 5/26 第2回強化合宿・リード

5/25 読図講習会・初級 5/21 第1回登山勉強会（県スポ）

(大高緑地) 5/28 第1回登山勉強会（豊橋）

6/4 第2回常任 6/2 第3回強化合宿・ボルダ

　 6/8 読図講習会・中級 6/22-23 確保技術研修・講習会 6/16 第4回強化合宿・リード 6/1-2 全国指導員長会議（東京） 　

 (猿投山) (豊田/鞍ヶ池)  6/8-9 第74回茨城国体リハーサル大会 (茨城)

6/18 第1回理事会  6/29 指導員総会 　 　　 6/22-23 国際委員全体会議(仮称)兼 　

(刈谷/アイリスホール ) 第58回海外登山技術研究会（東京）

6/29-30 遭難対策研修会兼全国遭対委員長会議

6/21-23 東海総体 (静岡県) (場所未定) 　

 

7/2 第3回常任 7/6-7 第5回強化合宿・

7/9 気象遭難対策講習会 　 ボルダ＆リード (関東) 7/5 2019年度全国山岳遭難対策協議会 7/13-14 安全登山ｻﾃﾗｲﾄ

 （県スポ） 7/14 第6回強化合宿・リード 　 （文部科学省） （滋賀/大津市民会館）

　 7/27-28 東海ブロック (三重) 　

8/6 第4回常任 8/4 第7回強化合宿・ボルダ 8/2-6 全国高等学校登山大会 　 8/7-9 高校登山指導者夏山（立山）

 8/24 SC確保講習会（岡崎）  (宮崎県 高千穂) 8/19-22 世界選手権（八王子）  

8/7-9 高等学校登山指導者夏山講習会

（富山）

8/20 第2回理事会 8/18 少年少女登山教室 (鈴鹿) 8/18 第8回強化合宿・リード 8/18-20 夏期大会　(県民の森・海老沢） 8/17-18 指導・遭対委員合同研修会（神奈川）

  　 8/24-29 登山リーダー夏山（剣岳）

9/3 第5回常任  9/1 第9回強化合宿・ボルダ 9/6-8 山岳レスキュー講習会

9/10 県民登山教室・机上  ・西部地区(富山）

　  (県スポ) 9/18 第2回登山勉強会(県スポ) 9/21-22 第10回強化合宿・ 9/14-16 第21回JOCジュニアオリンピックカップ 9/14-16 安全登山指導者研修会

9/14  県民登山教室・実践 下見 9/25 第2回登山勉強会(豊橋) ボルダ＆リード (関東) （富山） ・東部地区（北海道/旭岳）

（場所：未定） 9/?-? 全国ルートセッター研修会（南砺）  

　　　 9/29 第11回強化合宿(ボルダ) 9/28-30 全日本登山大会（岐阜/高山、下呂） 　

10/1 第6回常任 　  　 　 10/? 第10回全国高等学校選抜 クライ 10/4-6 第74回茨城国体 (茨木）

10/12 県民登山教室・実践 10/5-6 救助技術 研修・講習会 ミング選手権・合同予選会 (場所未定) 10/26-27 IFSC リードワールドカップ印西（千葉）10/12-14 安全登山指導者研修会

10/22 第3回理事会 　　　（場所：未定） (御在所・予定) 10/19 第48回自然観察会 10/4-6 第74回国体（茨城） 10/19-20 秋期登山講習 10/26-27 登攀技術研修会（大阪） ・西部地区（神戸セミナーハウス）

 (タンナカ高原) 10/13 第12回強化合宿・リード （鈴鹿・釈迦ヶ岳） 10/14-18 山岳救助研修（研修所）

11/5 第7回常任 11/9-10 新人大会 （鈴鹿・釈迦ヶ岳） 11/16-17 安全登山ｻﾃﾗｲﾄ

(福岡/九州大学)

11/29 第23回遭難を考える講演会 11/3 第13回強化合宿・ボルダ

　 （県スポ） 11/17 第14回強化合宿・リード

12/3 第8回常任 　 12/1 第15回強化合宿・リード 12/? 東海連絡協議会 （三重） 12/1 ボルダリングジャパンカップ予備予選 12/14-15 安全登山ｻﾃﾗｲﾄ

　 12/15 第16回強化合宿・リード （名古屋） (東京/オリセン）

12/17 冬山遭対会議・気象予報 　 12/21-22 第10回全国高校選抜 12/21-22 第10回全国高等学校選抜SC選手権大会

（県スポ） クライミング選手権 （埼玉・加須市） （埼玉）

1/7 第9回常任 1/5 第17回強化合宿・ボルダ 1/14 第2回登山部委員会　(県教育会館)　

1/11 指導員集会 1/19 第18回強化合宿・ボルダ 1/24-26 山岳レスキュー講習会・東部地区（群馬）

1/21 第4回理事会 (刈谷/アイリスホール)　

2/4 第10回常任 2/2 第19回強化合宿・ボルダ 2/15-16 氷雪研修会（大山） 2/7-9 積雪期登山基礎講習(研修所)

2/16 第20回強化合宿・スピード 　

　 2/11 第3回登山勉強会（県スポ） 2/22-23 第15回ボルダリングカップジャパン

　 2/18 第3回登山勉強会（豊橋） 2/18 自然保護委員総会 （東京）

　 2/29-3/1 冬山研修・講習会 　　　　　　(県スポ) 2/22-23 スピードジャパンカップ（昭島）

(大日ヶ岳）

　 　 　

　 　 2/22-23 登山上級指導者リスク

　 マネージメント研修会（東京）

3/3 第11回常任 3/7 愛知山岳マラソン2020 3/1 第21回強化合宿・リード 　 　

 　　　　（猿投山） 3/7-8 第33回リードジャパンカップ（埼玉）

3/17 第5回理事会 3/21-22 リードユース日本ユース選手権（千葉） 3/8-13 登山ﾘｰﾀﾞ冬山研修(大日岳)

 　

　 　 *指導員 養成講習会＆検定を実施予定 3/15 第22回強化合宿・リード

　 　 (期日＆場所未定) 3/？ 国体予選会・リード

岳　連　行　事
日本山岳SC協会 国立登山研修所


