
第50回

全日本登山体育大会 福岡大会 開催要項

堤久二百万年神fA降臨

荘厳神秋縄文と人FH3のかかわり

日本 3大霊場 英彦山・北部九州のカルス ト台地と
山伏が歩いた秋峰コースを辿る

平成23年 10月 28日 (金)～ 30日 (日 )

北九州市、添田町、直方市、福智町、香春町、苅田町

主催 徹)日 本山岳協会

共催 北九州市・北九州市教育委員会

主管 福岡県山岳連盟

後援 文部科学省・環境省・側)日 本体育協会・福岡県・

添田町・直方市・福智町・香春町・苅田町・
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m)西日本産業貿易コンベンション協会
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第50回全日本登山体育大会 福岡大会実施要項

「悠久二 百 万 年神仏 降 臨荘厳 神秘 縄 文 と人 間 のかか わ り」

大会目的

山に登拝修行する行為は、修験や仏教とかかわりなく民の中より起こつた。山岳信仰の願

心荘厳さを歩いて学び、英彦山が再び民の山として燃える大会とする。

1.開催期日 平成23奪110月 28日 (金)～ 30日 (日 )

2.主  催  (社)日 本山岳協会

3.共  催 北九州市・北九州市教育委員会

4.主  管 福岡県山岳連盟

5.後  援 文部科学省。環境省 (財)日 本体育協会・福岡県教育委員会。(財)福岡県体育協会

添田町・直方市・福智町。香春町。苅田町・添田町教育委員会・直方市教育委員会・

福智町教育委員会・香春町教育委員会・苅田町教育委員会。(財)北九州市体育協会・

添田町体育協会・直方市体育協会・福智町体育協会・香春町体育協会・

苅田町体育協会 ,(財 )西 日本産業貿易コンベンション協会

6.開催場所 JL九州市 添田町 直方市 福智町 香春町 苅田町

7.受 付 け 開会式会場 「北九州国際会議場」 電話 093(541)5931

8.宿泊場所 西鉄インホテル小倉・電話 093(551)5454他

福岡県立英彦山青年の家 電話 0947(85)0101

9。 日  程

第 1日 目 10月 28日 (金 )

11

13

15

16

18

30～ 13:00 受 付 「北九州国際会議場」

30～14:30 開会式 「北九州国際会議場メインホール」

00～ 16:00 講 演 「北九州の歴史および英彦山の歴史について」

講師 森 弘子氏

30～ 18:00 歓迎レセプション
「北九州国際会議場イベントホール」

30～ 20:30 英彦山会場対象者 青年の家までバス移動

第 2日 目 10月 29日 (土 )

5:30      朝食 (弁当)

7:00～ 15:30 登山行動 (長時間コースから順次出発 )

15:30～ 17:45 下山後、バスにて移動 (Fコ ースは16:00発 )

19:00～ 19:30 閉会式   「だヽ倉ステーションホテル」

20:00～21:30 お別れ会  「小倉ステーションホテル」

第 3日 目 10月 30日 (日 )

7:00          朝食

朝食後 自由解散とな ります。

9:00      オプショナルツアー出発 (希望者のみ)

集合場所 小倉駅新幹線口  集合時間 8:40
(場所は図を参照)

北九州空港迄臨時バス出発 (希望者のみ)



10,登山コース (各 コース55名 )…・ (  )は行動時間、☆難易度 (最高★5つ)(休憩、食事を含まない)

Aコース  英彦山三岳縦走

(青年の家)北岳～中岳～南岳～鬼杉～玉屋神社～銅の鳥居     (約 5時間)★★☆★☆
Bコ ース  英彦山バー ドライン～中岳

(青年の家)三ヶ月池～奉幣殿～中岳～南岳～鬼杉～梵宇岩～鋼の鳥居 (約 5時間)★★★☆☆

Cコ ース  英彦山表参道

(バス移動)銅の鳥居～中岳～南岳～鬼杉～梵宇岩～奉幣殿～銅の鳥居 (約 5時間)★★★☆☆

Dコ ース  英彦山 霊場巡 り

(バス移動)銅の鳥居～十六羅漢～銅の鳥居～嶺の廟虚空蔵窟～弁財天～銅の鳥居

(約3時間30分)☆☆☆☆☆

Eコ ース  平尾台 (北九州)

(バス移動)吹上峠～貫山～青龍窟～茶ヶ床～平尾駐車場      (約 5時間)★★★☆☆

Fコ ース  秋の峰入リコース (北九州)

(バス移動)安入寺 (龍王峡)～尺岳～福智山～焼立山～満ち千越え～鮎返不動尊

～香春町後入道    (約 6時間)★★★★★

《登山の留意事項》

1.参加者は各自で大会中の飲み物、行動食、非常食を準備して下さい。

なお、下山する迄自動販売機等はございません。

2.大会2日 目(10月 29日 )の朝・昼食は弁当を配付致します。

3.コース中 トイレは有 りませんので、携帯 トイレを持参 して下さい。

4.コ ース中の水場は衛生上責任がもてません。飲み水は持参して下さい。

5,大会開催地は国定公園です。自然保護につとめて下さい。

11.参加資格

都道府県山岳連盟 (協会)よ り推薦を受けた者。

社団法人日本山岳協会の役員、参与及び賛助会員。

地域の登山普及を図るため、主催者が特に認めた者。

参加者は、「日本山岳共済保険Jに出来るだけ加入するようにして下さい。

(1)参加申込み

① 参加者は、最終ページ 「参加申込書」に必要事項を記入 し、記載責任者押印の上
「参加費振込みの控えJ又はコピーを添えて、タィガー トラベルに送付かFAXし
て下さい。

(株)タイガー トラベル

〒803-0186 北九州市小倉南区新道寺469-1     ｀
イキ

TEL093-453-1717・ FAX093-4531555担 当 萱 岐・荒 木 鐙 岐不在の時 )

平 日・ ■曜 日 9:30-18:00  日曜 ・祝 日 休 業

② 記載責任者は、「参加申込書」のコピーを所属山岳連盟(協会)に提出して下さい。



西 日本シティ銀行 徳力支店

普通預金 0934457

口 座 名 義 :株式会社 タイガー トラベル

振込みの際の注意

振込手数料は参加者負担とさせて戴きますのでご了承願います。

振込限度額が金融機関により設定されていますので、事前にご利用金融機関にて

確認されることをお勧めいたします。

現金書留での支払いも可能です。株式会社タイガー トラベルヘ「全日本登山大会御中」

と明記の上お送り下さい。

送付先 〒803-0186 Jヒ 九州市小倉南区新道寺469-1

(株)タイガー トラベル

(3)申込み期間 平成23年 6月 29日 (水)～ 平成23年 8月 29日 (月 )

※ 定員になり次第締め切ります。 (定員330名 )

(4)参加費 33,000円 (宿泊費、全食費、大会中の輸送費、記念品、保険料を含む)

(5)コ ース希望については、人数によって調整することもあります。必ず第 2希望まで

記入してください。

締め切り後、タイガー トラベルより決定内容の通知を9月 15日 (本)までに差し上げ

ます。

(6)参加費の返却について

特別の事情により大会への参加が不可能になった場合、次の取 り扱いをします。

なお、返金精算は大会終了後となります。

① 参加費納入後、平成23年9月 29日 (本)までに参加の取り消し通知があった場合は

参加費の90%を返却いたします。

② 前記①以外の取 り消しについては、返却いたしません。

その他

大会運営に関する問い合わせは大会事務局へ。

〔大会事務局〕

〒802-0064 北九州市小倉北区片野4-11-6 鴨粕 徹

携帯電話  090-9603-7784

TEL・ FAX 093-951-0679

飛行機、JR、 大会終了後のオプションツアーの問い合わせ 。申し込みは、
イ キ

「(株)タ イガー トラベル」まで。TEL093-453-1717 担当 壼岐・
事木 (萱岐不在の時)

各都道府県岳連様へお願い

X岳連 (協会)旗を10月 17日 (月 )ま でに、大会事務局へ送付して下さい。

(2)参加費の納入先

指定金融機関 :

口 座 番 号 :

福岡銀行 イヽ倉支店

普通預金 2679593


