
（　）内は開催地等，**は実施日未定を示す
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3 　 はりま支部定期総会

**  サークルＨＭＡ令和３年度総

会

9  県民大会開会式（明石）

9  雪彦山山開き・雪彦山遭難対

策協議会 （賀屋神社・坂根公民

館）

10 近畿地区山岳連盟令和３年度第

１回役員会

** 三重国体近畿ブロック大会審

判会議（大阪府岳連担当）

** 近畿地区自然保護連絡会議

(主管：大阪府岳連）

1・2・3　第76回三重国体山岳ス

ポーツクライミング競技

7  神戸市六甲縦走大会支援（六

甲山）

**  高体連スポーツクライミング

大会

4  近畿地区山岳連盟総合会議<

日帰り>

9　加盟団体会長会・役員新春懇

談会（研修所）

初旬　ＪＭＳＣＡ新春懇談会（東

京）

5 神戸市スポーツ少年団　閉校

式

18  兵庫岳連令和3年度総会

（研修所）

9 三重国体県内予選会（サンガスタ

ジアム）

** JMSCA令和３年度総会

**  令和３年度第１回兵庫県山

の遭難対策協議会（兵庫県公

館）

17・18  三重国体近畿ブロック大

会（リード競技・ボルダリング競

技）

**  藤木祭

（芦屋ロックガーデン）

10 スポーツフェスティバル神戸

in 王子     （研修所）

13 近畿高体連クライミング大会

（サンガスタジアム）

**  鈴鹿山系連絡協議会(三重

県)

**   山の講演と映画の集い

** 令和3年度第2回兵庫県山の遭

難対策協議会

** 山道具のフリーマーケット

初旬　ＪＭＳＣＡ積雪期レス

キュー講習会（谷川岳土合）

** JMSCA登山普及情報交換会

19  兵庫県体育協会令和３年度

加盟団体会長・理事長会

** JMSCA全国指導委員長会議 **　雪彦山遭難救助訓練（雪彦

山）

10  日山協共済会主催平成3年

度講習会
** 神戸マラソン支援

（神戸市内）

**　第６１回六甲合同登山（六甲

山系）

**  全国高等学校クライミング選

手権

** JMSCA全国理事長会議

22  第1回六甲全縦市民の会 ** ＪＭＳＣＡ全国遭難対策委員長会

議・研修会

25～27　ＪＭＳＣＡ全日本登山大

会・新潟大会

21 近畿地区山岳連盟登山技術

合同研修会

23　六甲全山縦走大会支援

（六甲山）

12月末　　神戸登山研修所年末

大掃除

** 国体審判員研修会（近畿地

区）

3  ハイキングレスキュー講習会

（研修所）

5  救急法講習会    （研修所） 3 セルフレスキュー講習会（研修

所）

14  セルフレスキュー講習会（研

修所）

2 ハイキングレスキュー講習会

（研修所）

13  雪山」レスキュー講習会

（若桜氷ノ山）

通年　ＨJCC練習会

通年ＴEAM兵庫スポーツクライミ

ング強化練習

9 兵庫県民体育大会山岳競技

会2021

9兵庫県民体育大会開会式

6 兵庫ジュニア強化選手選考会 未定　 三重国体リハーサル大会 未定　 近畿ブロック大会

（三重国体出場選手選考会）

**  ジュニアボルダリングカップ

**  岸和田カンカンカップ

1～3  三重国体スポーツクライミ

ング競技

13 近畿髙等学校スポーツクライ

ミング大会

**  国体ブロック会議

未定 全国競技委員長会議 未

定　第76回三重国体基準会議

未定　 近畿ブロック大会・審判

員会議

（三重国体出場選手選考会）

未定　 三重国体組合せ抽選会 25 高体連スポーツクライミング

県大会

25～26  第11回全国高等学校選

抜スポーツクライミング選手権大

会

24・25 第7回ボルダリングユース

日本選手権

29・30 第9回リードユース日本選

手権

14 岳連の森づくりと整備・観察 4 神戸愛山協会主催行事同調

兵岳連・市消防局協賛「第8回・

みどりの日を歩こう！」

9 岳連の森づくりと整備・観察 7 岳連の森づくりと整備・観察 4 シリーズ/六甲山地　中級向

「裏六甲の沢筋にイワタバコを訪

ねる」

8 岳連の森づくりと整備・観察 13 岳連の森づくりと整備・観察 10 岳連の森づくりと整備・観察 8 岳連の森づくりと整備・観察 12 岳連の森づくりと整備・観察 6 冬季山行・バスハイク

兵庫100山/「雪の但馬・室尾山

と与布土温泉へ」

（予定）

9 岳連の森づくりと整備・観察

25 シリーズ/六甲山地（山の三

角点・その6）  「ハチノス谷西尾

根から摩耶山へ」

12 岳連の森づくりと整備・観察 13 シリーズ/六甲山地（山の三

角点・その8） 「アリマウマノスズ

クサを訪ねる」

25 沢登り体験予定

28 岳連の森づくりと整備・観察

14 第63回六甲合同登山

「楽しもう！深秋の裏六甲を！」

●六甲の花シリーズバッジ有り、

23 ｢摩耶山系の隠れた尾根を訪

ねて｣ ＊普段歩かない尾根の自

然に触れる！

27 神戸背山の歴史山歩

｢幻の北ドーントリッジを訪ねて｣

自 然 保 護 委 員 会
4 妙見山のミツマタを求めて 19 甲山湿原の生きもの観察会 25 六甲山頂に至る登山道を清

掃しましょう

18 雄岡山・雌岡山で1等三角点

を探そう

17 摩耶山頂・掬星台周辺清掃し

ましょう

5 西播の鶏籠山・的場山で紅葉

を楽しみましょう

26 六甲全山縦走路前半の核心

部（須磨アルプス）を歩く

指　導　委　員　会

9  雪彦山山開き・雪彦山遭難対

策協議会総会（雪彦山登山口）

5・6  日山協・全国指導委員長会

議総会（東京晴海）

**　高体連教師向け安全登山講

習会（研修所）

7/6～8/22 クライミング講習会全

６回（研修所・堡塁岩）

** 登山・クライミング技術・安全

講習会（月日未定）（研修所）

** 登山・クライミング技術・安全

講習会（月日未定）（研修所）

* 高体連向け講習（月日未定）

16・17  ＳＣコーチ２養成      講習

会    （研修所）

23・24  ＳＣコーチ１養成

講習会    （研修所）

30・31  ＳＣコーチ２養成

講習会    （研修所）

6・7  ＳＣコーチ１養成講習会（研

修所）

**スポーツリーダー要請講習・

共通科目（神戸）(月日未定）

14  近畿地区山岳連盟登山技術

合同研修会予定　（研修所）

**   近畿地区山岳連盟　　総合

会議

*～* 氷雪技術研修会大山開催

（主任検定員養成）　　大山

10  少年団登山教室開校式

（王子体育館）

15　少年団登山教室山行

（六甲山系）

12 クライミング教室　（研修所） 3  少年団登山教室　座学

（研修所）

18  少年団登山教室　座学

（研修所）

10  神戸市スポーツフェスティバ

ル     （研修所）

20　少年団登山教室山行

（六甲山系）

18　少年団登山教室山行

（六甲山系）

16　少年団登山教室山行

（六甲山系）

5　少年団登山教室山行

（六甲山系）

19  クライミング教室

（研修所）

海　外　委　員　会
6  県民大会山岳競技会セット補

助

5  ジュニア強化選手選考会セッ

ト補助

6　ジュニア強化選手選考会補助

時期未定　　国体近畿ブロック大

会（国体出場選手選考会）補助

未定（秋頃）　ボルダリングコンペ 12 清掃及びホールド替え 5 スタッフ会議

9  県民大会山岳競技会補助 13 ホールド替え

1 支部運営委員会 6 支部運営委員会 3 支部運営委員会 1 支部運営委員会 5 支部運営委員会 2 支部運営委員会 7 支部運営委員会 4 支部運営委員会 2 支部運営委員会 6 支部運営委員会 3 支部運営委員会 3 支部運営委員会

3 　はりま支部定期総会

（イーグレ姫路）

9  雪彦山山開き

・遭難対策協議会

・雪彦山環境パトロール

13 器具庫点検と不用品整理 29 登山教室（開校式・講義） 12 登山教室実技①（増位山） **   姫路市スポーツ祭 6・７　 はりま支部５５周年記念登

山（大山）

2　 支部納山祭 22・23　冬山入門講座（大山） ** 姫路マラソンボランティア

18　岳連定期総会

（登山研修所）

26  雪彦山遭難救助訓練，

器具庫点検

17 登山教室実技②（書写山） 14　姫路市民登山大会

（場所検討中）

5 岳連　自然と歴史山歩（的場

山・鶏籠山）

19 登山専門部運営会議 4～5  総合体育大会登山大会

(氷ノ山)

2０～２3　全国登山大会　（登・

福井三頭山・取立山）

1１～12  近畿登山大会

（登・大阪雨山・和泉葛城）

13   近畿ＳＣ大会（ク・京都） 25～26 　全国ＳＣ大会

（ク・埼玉県加須市）

４～６　積雪期登山大会（氷ノ

山）

２3　登山専門部顧問会議 25   県ＳＣ大会（ク）

（予備日２6）

理事会/運営委員会 7/28 12/26 2/30 7/28 4/25 1/29 6/２7 10/24 1/22 12/26 2/16 2/30

サークルＨＭＡ　
**  令和３年度総会

** JMSCA令和３年度総会 ** 三重国体近畿ブロック大会審

判会議（大阪府岳連担当）

25～27　ＪＭＳＣＡ全日本登山大

会・新潟大会

1・2・3　第76回三重国体山岳ス

ポーツクライミング競技

**  全国高等学校クライミング選

手権

初旬　ＪＭＳＣＡ新春懇談会（東

京）

** JMSCA登山普及情報交換会

** JMSCA全国指導委員長会議 17・18  三重国体近畿ブロック大

会（リード競技・ボルダリング競

技）

初旬　ＪＭＳＣＡ積雪期レス

キュー講習会（谷川岳土合）

** JMSCA全国理事長会議

** ＪＭＳＣＡ全国遭難対策委員長会

議・研修会

** 国体審判員研修会（近畿地

区）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

注：記載内容は新型コロナウイルス感染症拡大状況により延期及び中止になる場合があります。

Ｊ Ｍ Ｓ Ｃ Ａ

は　り　ま　支　部

高　体　連

クライミング施設運営委員会

令和３年度（２０２１年度）　　兵庫県山岳連盟行事予定表

一　　　　般

技術遭対委員会

普　及　委　員　会

ジ ュ ニ ア 委 員 会

競　技　委　員　会


