
第５８回全日本登山大会 

岐阜大会 開催要項 

飛騨には美しい山と癒しの湯がある 

期日：令和元(2019)年 9 月 28 日(土)～30 日(月)  会場：高山市、下呂市 

 

【写真提供 L.L.Bean】 

主催主催主催主催 公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会 ＪＭＳＣＡ 
主管主管主管主管 岐阜県山岳連盟 
後援後援後援後援    (予定) 環境省・スポーツ庁・（公財）日本スポーツ協会・岐阜県・ 

岐阜県体育協会・高山市・高山市体育協会・高山市観光コンベンション協会・ 
下呂市・下呂市体育協会 

協賛協賛協賛協賛（予定）双六小屋・鏡平山荘・わさび平小屋・黒部五郎小舎・穂高岳山荘・ 
西穂山荘・ 
槍ヶ岳山荘・南岳小屋・笠ヶ岳山荘・焼岳小屋・穂高平小屋・槍平小屋・ 
北穂高小屋・乗鞍岳頂上小屋・五の池小屋 

特別協賛特別協賛特別協賛特別協賛    三井住友海上火災(株) 
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                「美しい山と癒しの湯の飛騨へようこそ」 

 

 

 

岐阜県山岳連盟  

会長 小木曽 昭文 

 

 

 

 

 

第５８回全日本登山大会を岐阜県飛騨の高山市と下呂市で開催します。岐阜

は木の国山の国と申しまして、山好きの垂涎の的となっている北アルプスをは

じめ日本を代表する山々が多数あります。今回はその中から日本百名山を含む

５ルートを設定しました。 

たおやかな山容を持つ乗鞍岳、岩稜の西穂高岳、槍穂高の大展望を堪能でき

る福地山、平成 26 年の噴火後いまは静寂を取り戻した霊峰の御獄、乗鞍山麓

の森と滝を巡る五色ヶ原と、それぞれに持ち味が異なる山を楽しんでいただけ

ます。 

さて昨今は世代を問わず登山を楽しむ方が増えてきたこと、また新元号の令

和が発布され世の中に新しい風が吹くことを期待しつつ、乗鞍岳登山には一般

参加者を迎える試みを実施します。今後の全日本登山大会がより広くより多く

の方に受け入れられる一助になればと思います。 

山好きの皆さんが集うこの岐阜大会では、全日本登山の目的にあるように登

山技術の研鑽、安全登山と自然保護の推進、そして岐阜をより深く知っていた

だく場となるよう貢献できれば幸甚です。 

紅葉が山を彩る時期に、暖かい人情と温泉が溢れる飛騨で皆様の参加をお待

ちしております。 
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第５８回全日本登山大会 岐阜大会 開催要項 

大会目的 

『全国の岳人が集うことにより、登山技術の向上と安全登山の推進を図ることを目的とす

る。また、自然保護の精神と地域の宝を再確認しあい、次世代への継承を誓う。』 

 

１ 開催期日 令和元年９月２８日(土)～３０日(月) ２泊３日 

２ 主  催 公益社団法人 日本山岳・スポーツクライミング協会 

３ 主  管 岐阜県山岳連盟 

４ 後  援 環境省・スポーツ庁・岐阜県・岐阜県体育協会・高山市・高山市体育協会・

高山市観光コンベンション協会・下呂市・下呂市体育協会（以上予定） 

５ 協  賛 双六小屋・鏡平山荘・わさび平小屋・黒部五郎小舎・穂高岳山荘・ 

西穂山荘・槍ヶ岳山荘・南岳小屋・笠ヶ岳山荘・焼岳小屋・穂高平小屋・

槍平小屋・北穂高小屋・乗鞍頂上小屋・五の池小屋 

６ 開催場所 高山市、下呂市 

７ 受付・開会式会場 高山市市民文化会館小ホール （電話）0577-33-8333 

〒506-0053 岐阜県高山市昭和町１丁目 188-1   

  閉会式会場    ひだホテルプラザ 大宴会場 （電話）0577-33-4600 

〒506-0009 岐阜県高山市花岡町 2 丁目 60 番地 

８ 募集人員 ２２０名 

９ 日程 

第 1 日目 9 月 28 日（土）開会式イベント 高山市文化会館小ホール 入場無料 

12：00～14：00 受 付  高山市市民文化会館小ホール 

13：30～14：00 歓 迎  高山少年・少女合唱団 山の歌 

14：00～14：30 開会式   

14：30～15：30 記念講演 「穂高岳に住む」（穂高岳山荘社長 今田恵氏） 

        参与会（別室にて） 

15：30～16：30 山岳映画会 

16：30～17：00 各コース別登山計画等打合せ 

16：30     Ｄコース参加者宿泊場所へバス移動 

第 2 日目 9 月 29 日（日）登山イベント(詳しくは「登山コースの案内」をご覧ください) 

7：00～    登山口へバス移動(コースにより異なる) 

 8：00～    登山開始(コース別登山行動) 

15：00～16：00 登山終了、バスにて高山市に移動 

19：00～20：30 閉会式・交歓会 ひだホテルプラザ 大宴会場 
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第 3 日目 9 月 30 日（月） 

7：00～    朝食 (朝食後自由解散) 

9：00～    オプショナルツアー「世界遺産 白川郷」出発(希望者のみ) 

集合場所ホテル玄関 出発時刻 9：00 

 

１０ 9 月 29 日（日）登山コース（５コース） 

コース名 

山域 

コース概要 (岐阜県山のグレ

ーディングによる難易度) 

募集 

人員 

9/28 宿舎 加算費用 

Ａコース 

乗鞍岳 

３０２６ｍの乗鞍岳に登ろう 

(体力２・技術Ｂ) 
４０名 

ひだホテルプ

ラザ(高山市) 

 

Ｂコース 

西穂高岳独標 

日本最難関の岩稜入口へ 

(体力４・技術Ｃ) 
６０名 

ひだホテルプ

ラザ(高山市) 

ロープウェー代 

2500 円 

Ｃコース 

福地山 

槍穂高・焼岳の大展望 

(体力３・技術Ｂ) 
４０名 

ひだホテルプ

ラザ(高山市) 

 

Ｄコース 

御嶽飛騨頂上 

飛騨頂上から日本三アルプスを

展望(体力４・技術Ｂ) 
４０名 

濁河スポーツセ

ンター(下呂市) 

 

Ｅコース 

五色ヶ原 

乗鞍山麓の沢と森と滝巡りガ

イドツアー(体力２・技術Ａ) 
４０名 

ひだホテルプ

ラザ(高山市) 

ガイド料 

7600 円 

地元市民向けに、乗鞍岳で一般参加コースを設定予定 (要予約) 

※雨天時・荒天時による催行中止は※雨天時・荒天時による催行中止は※雨天時・荒天時による催行中止は※雨天時・荒天時による催行中止は 9999 月月月月 28282828 日（土）日（土）日（土）日（土）15151515 時までに決定致します。時までに決定致します。時までに決定致します。時までに決定致します。    

 

１１ 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、非常食を用意してください。 

②大会２日目(9 月 29 日)の昼食は、弁当（お茶 500 ㎖ペットボトル付き）を配布します。 

③コース中トイレは限られています。登山前に済ませてください。 

④ごみの持ち帰り等、自然保護に努めてください。 

⑤参加者各自の体力・技術に合わせたコースを選定し、体調管理に努めてください。 

 

１２ 参加資格 

都道府県山岳連盟(協会)より推薦を受けた者。 

(公社) 日本山岳・スポーツクライミング協会の役員、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、「山岳共済会山岳保険」にできるだけ加入するようにしてください。 

※保険の問合せ先：03-5958-3396（山岳共済事務センター） 
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１３ 参加申込み 

（1） 旅行代金 

  A コース……33,000 円 

  B コース……35,500 円（西穂高ロープウェイ代 2,500 円を含む） 

  C コース……33,000 円 

  D コース……33,000 円 

  E コース……40,600 円（ガイド料 7,600 円を含む） 

 ●宿泊条件：（1）A・B・C・E コース 1～2泊目および D コース 2 泊目 

         ひだホテルプラザ 和室（6名定員利用） 

       （2）Dコース 1泊目 

         濁河スポーツセンター 洋室（洋室・二段ベット 1～12 名定員） 

         和室（1～8 名定員）いづれか 

  お部屋のご指定は承れませんのでご了承ください。男女別相部屋にて配宿となりま

す。 

 ●食事条件：朝食 2 回（29日・30 日）／昼食 1回（29 日※弁当） 

夕食 2回（28日・29 日） 

●旅行代金に含まれるもの：大会参加費、宿泊代（28 日・29 日）、登山日のバス代、

上記記載の食事代を含みます。なお、大会期間中の国内旅行傷害保険を岐阜県山岳

連盟 全日本登山大会岐阜大会実行委員会がサービス付保しています。補償内容は

以下の通りです。 

＊死亡・後遺障害保険金額 1,000 万円 

＊入院保険日額 3,000 円 

＊手術保険金 入院保険日額の 10倍（入院中の手術）または 

5 倍（入院中以外の手術）の額をお支払い 

＊通院保険金日額 1,750 円 

＊賠償責任保険金額（免責金額 0 円） 2,000 万円 

 

（2）申込方法 

 ①参加者は、７月３１日（水）までに、巻末の「参加申込書」に必要事項を記入し、

記載責任者押印の上、下記宛てに送付するか FAX してください。 

 

②８月１６日（金）頃までに参加者代表者に「参加コース決定通知書」をお送りしま

すので、８月３０日（金）までに、参加コース別に設定された旅行代金を振込み、「参

加費振り込みの控え」またはコピーを下記宛てに送付するか FAX してください。 
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東武トップツアーズ(株) 岐阜支店 

〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 6-6 ニッセイ岐阜ビル 9 階 

TEL 058-263-4657   FAX 058-263-5805  担当：平田・山田（ゆ） 

 

  ③記載責任者は「参加申込書」のコピーを所属する山岳連盟(協会)に提出してくださ

い。 

 

(3) 申込期間 令和元年６月３日（月）～令和元年７月３１日（水） 

※定員になり次第締め切ります。(定員 220 名) 

※コース希望については、人員によって調整することがあります。 

必ず第３希望まで記入してください。 

※申し込み締切り後、８月１６日（金）頃までに決定内容の通知を差し上げます。 

 

 (4)お支払いについて 

指定金融機関 十六銀行 柳ヶ瀬支店 

口座番号   8517572 

口座名義   東武トップツアーズ株式会社 岐阜支店 

≪振り込みの際の注意点≫ 

➀振込手数料は参加者負担とさせていただきますのでご了承願います。 

➁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すすめします。 

   ➂振込期限：令和元年 8月 30 日（金） 

④現金書留での支払いも可能です。東武トップツアーズ㈱岐阜支店へ「全日本登山

大会係」と明記の上、お送りください。 

（送付先）〒500-8842 岐阜県岐阜市金町 6-6 ニッセイ岐阜ビル 9階 

東武トップツアーズ㈱ 岐阜支店 「全日本登山大会係」 宛 

 

 (5) ご旅行の変更・取消・返金について 

  変更・取消の際は、ＦＡＸまたはメールにて弊社担当者までご連絡下さい。内容の

聞き間違いなどで、ご迷惑をお掛けしない為、お電話での変更・取消は承っており

ません。ご容赦下さい。   

特別な事情により大会への参加が不可能になった場合、下記の手数料をお支払いい

ただきます。なお、返却精算は大会終了後になります。 
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取消日 取消料 

 

宿泊の前日から起算

してさかのぼって 

20 日目にあたる日以降、8 日目に当た

る日までの解除 

旅行代金の 20% 

7 日目にあたる日以降、2 日目に当た

る日までの解除 

旅行代金の 30% 

宿泊前日の解除 旅行代金の 40% 

宿泊当日１２時までの解除 旅行代金の 50% 

宿泊当日１２時以降または無連絡不泊の場合 旅行代金の 100％ 

   ※9 月 28 日（土）は支店休業日にあたるため、取消については宿泊施設（もしくは

当社受付デスク）に直接お申し出ください。 

 

１４ 事務連絡事項 

(1) 大会参加申込み、飛行機、JR、大会終了後のオプショナルツアーのお問合せは、 

「東武トップツアーズ㈱ 岐阜支店 ℡058-263-4657 全日本登山大会係」まで。 

 

(2) 山域に関する問い合わせは、大会事務局へ。 

【大会事務局】 

〒501-3944 岐阜県関市山田 312 

岐阜県山岳連盟 全日本登山大会岐阜大会実行委員会 

TEL ： 090-7024-0102 担当 塚原まで。Email：a1tuka@lilac.ocn.ne.jp 

 

 (3) 岳連(協会)旗については、9 月 20 日(金)までに大会事務局へ送付してください。 

(4) 「参加申込書」、「参加費等振込明細書」の様式データは、岐阜県山岳連盟ホームペ

ージからダウンロードできます。 

 

 

受付・開会式・講演会 閉会式・交歓会 会場案内 

 

①受付・開会式・講演会 

                     高山市市民文化会館小ホール （電話）0577-33-8333 

〒506-0053 岐阜県高山市昭和町１丁目 188-1   

②閉会式・交歓会 会場案内 

                ひだホテルプラザ 大宴会場 （電話）0577-33-4600 

〒506-0009 岐阜県高山市花岡町 2 丁目 60 番地 
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JR 高山駅までのアクセス 

 

◆JR利用の場合 

○名古屋駅から特急ワイドビューひだ利用で約２時間半 

○富山駅から特急ワイドビューひだ利用で約１時間半 

◆高速バス利用の場合 

○新宿・大阪・名古屋・岐阜・金沢・富山・松本などから高山駅への高速バス運行 

◆自家用車利用の場合 

○東海北陸自動車道清見インターから約 20分 

※駐車場は当日係員がご案内致します。 

 

 

登山コースの案内 

Ａコース：乗鞍岳 ３０２６ｍの乗鞍岳に登ろう  

【乗鞍岳主峰剣ヶ峰（標高３，０２６ｍ）往復３時間】(体力２・技術Ｂ) 

 

（コースタイム） 

ホテル 7：00＝(バス)＝9：30 乗鞍畳平 10：00――11：30 剣ヶ峰 12：30――14：00 乗鞍

畳平 15：00＝(バス)＝17：00 ホテル 

 

乗鞍岳は北アルプスの南端に位置し、剣が峰３０２６ｍを始め大黒岳、魔王岳、富士見

岳、摩利支天岳など多くの峰々があり、四季を通じて美しい景観を楽しむ事ができます。 

地図 

(

乗

鞍

口) 

高

山

駅

高

山

駅

高

山

駅

高

山

駅    

(

白

山

口) 

①市民文化会館 

②ひだプラザホテル 

高山市役所 

駅からどちらへも数分

で歩いて行けます。 

北 
南 
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９月下旬の頃は、乗鞍スカイラインで２７０２ｍの畳平バス停終点まで登ると、始まり

かけた紅葉を楽しむ事ができます。特別天然記念物の雷鳥は、ヒナが親鳥と同じくらいに

成長し、冬への衣変えに入り、出会えたらラッキーです。 

畳平のバス停から整備された登山道を９０分ほどで剣が峰に着きます、途中小屋やトイレ

があります。剣が峰や富士見岳の展望は素晴らしく、北アルプスや白山など数々の名峰が

皆さまを歓迎してくれます。 

 

Ｂコース：西穂高岳独標 日本最難関の岩稜入口へ 

【西穂高岳独標（標高２，７０１ｍ）往復７時間】(体力４・技術Ｃ) 

 

（コースタイム） 

ホテル 7：00＝(バス)＝8：30 鍋平 8：45～(ロープウェイ)～9：00 西穂高口 9：00――12：

00 西穂高岳独標 13：00――15：30 西穂高口 15：45～16：00 鍋平 16：15＝(バス)＝ 

18：00 ホテル 

 

北アルプスの大パノラマ展望台のある新穂高ロープウェイ終点西穂高口（標高２，１５

５ｍ）から、西穂山荘、丸山を経て西穂高岳独標まで登ります。 

西穂山荘から独標までの北アルプスの稜線歩きは、絶景の連続です。独標の最後の登りは、

３点確保のゆるいクライミングとなります。この独標は、その先に西穂高岳からジャンダ

ルム、奥穂高岳へと続く日本最難関と言われる岩稜帯ルートへの入口です。 

 

Ｃコース：福地山 槍穂高・焼岳の大展望 

【福知山（標高１，６７１ｍ） 往復４時間】(体力３・技術Ｂ) 

 

（コースタイム） 

ホテル 7：00＝(バス)＝8：30 福地温泉口 9：00――11：00 福知山 12：30――15：30 福

地温泉口 15：45＝(バス)＝17：00 ホテル 

 

 福地山は奥飛騨温泉郷福地(登山口標高９５０ｍ)の裏山であり、手軽に槍穂高・焼岳の

展望が得られる山です。平成 16 年に開かれた山で知名度は低いですが、道幅も広く危険個

所も殆ど皆無で、整備の行き届いた登山道です。 

 コース中には焼岳展望小屋、乗鞍展望台、第 1 展望台～第 4 展望台まで６つの展望台が

あります。飛騨の景色にしばし歩行の足が止まるでしょう。山頂からは対岸に焼岳の噴煙

が間近に見えます。また、正面蒲田川の左岸には西穂高から奥穂高ジャンダルム、北穂高、

大キレットと続く槍穂の主稜線、贅沢な大展望に魅了されるでしょう。 
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Ｄコース：御嶽山 飛騨頂上から日本の三アルプスを展望 

【御嶽山飛騨頂上（標高２，８１１ｍ）往復８時間】(体力４・技術Ｂ) 

 

（コースタイム） 

濁河スポーツセンター7：30――12：00 御岳山飛騨頂上 12：30――16：00 濁河スポーツ

センター16：30＝(バス)＝18：00 ホテル 

 

御嶽山は、岐阜と長野の県境にそびえる北アルプス最南端の独立峰で、富士山、白山と

並ぶ日本三霊山のひとつです。岐阜県側からのメインルートである小坂口登山道をたどり、

五の池小屋のある飛騨頂上までを往復します。 

前日土曜日のうちに麓の施設に移動して宿泊し、濁河温泉の登山口(標高１，７８０ｍ)か

ら、鬱蒼とした針葉樹の原生林やハイマツの大斜面など変化に富んだコースを登り、頂上

では足元に神秘的なエメラルドグリーンの三ノ池、遠方に北アルプスの穂高連峰や乗鞍岳、

中央アルプスの木曽駒ヶ岳から富士山まで大パノラマが楽しめます。 

 

Ｅコース：五色ヶ原 乗鞍山麓の沢と森と滝巡りガイドツアー 

【五色ヶ原の森 ガイド付きトレッキング８時間】(体力２・技術Ａ) 

 

（コースタイム） 

ホテル 8：00＝(バス)＝9：00 五色ヶ原入口 9：00――五色ヶ原――15：30 五色ヶ原入口

16：00＝(バス)＝17：30 ホテル 

 

北アルプス乗鞍岳の中部山岳国立公園の南端に位置する、標高１５００ｍ地帯の森林、

沢、滝、池をめぐるツアーです。(コースの標高１，３６０ｍ～１，６４０ｍ) 

１グループ１０人単位でガイドが付き、自然の植生・地形を詳しく説明、食事・休憩を

含む約８時間です。 

コース距離は約７ｋｍ、この森は滝・湿原があり変化に富んでいて、コース最後にお迎え

する滝の雄大さは感動を覚え、自然のダイナミックな味をこのコースに参加して堪能して

いただければ嬉しいです。 
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 観光オプショナルツアーのご案内  

大会終了後の観光オプショナルツアーは東武トップツアーズ（株）岐阜支店が企画・実施

する「募集型企画旅行」です。下記の記載および旅行条件書をご確認の上、お申込みくだ

さい。 

 

世界遺産「白川郷」世界遺産「白川郷」世界遺産「白川郷」世界遺産「白川郷」    旅行代金：お一人様旅行代金：お一人様旅行代金：お一人様旅行代金：お一人様 9,8009,8009,8009,800 円円円円    

    

世界遺産「白川郷」を散策するコースです。外国のお客様も絶えない岐阜県飛騨地方を代

表する人気の観光地です。合掌造りの建物の美しさをご堪能ください。 

 

月日 日  程 

 

 

 

9／30 

（月） 

 

ひだホテルプラザ高山 IC 白川郷 IC  

      9:00 

 

世界遺産「白川郷」（自由散策）世界遺産「白川郷」（自由散策）世界遺産「白川郷」（自由散策）世界遺産「白川郷」（自由散策）「忠兵衛」（昼食）「忠兵衛」（昼食）「忠兵衛」（昼食）「忠兵衛」（昼食） 

10:00～12:00            12:10～13:10 

 

白川郷 IC 高山 IC  JR 高山駅 

                        14:10 頃着予定 

 

    

●募集人員 40 名 ●最少催行人員 20 名 ●添乗員同行 ●昼食 1 回  

●利用予定バス会社 濃飛バス 

 

●旅行代金に含まれるもの 

行程表に記載の貸切バス代金、昼食 1 回、添乗員同行費用。上記以外は含まれません。 

 

●変更・取消 

ご変更・お取消しの場合は東武トップツアーズ（株）岐阜支店まで必ず FAX（書面）にて

ご連絡ください。トラブル防止のため、お電話でのお申出は受付できません。予めご了承

ください。お申込後、お客様のご都合によりお取消しされる場合は下記の取消料がかかり
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ますのでご注意ください。 

 

    

【観光オプショナルツアー】 

取消日 取消料 

 

旅行開始日の前日から起算し

てさかのぼって 

１0 日目にあたる日以降、8 日目に当た

る日までの解除 

旅行代金の 20% 

7 日目にあたる日以降、2日目に当たる

日までの解除 

旅行代金の 30% 

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の 40% 

旅行開始日の当日の解除 旅行代金の 50% 

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の 100％ 

    

    

【旅行企画・実施】【旅行企画・実施】【旅行企画・実施】【旅行企画・実施】    

観光庁長官登録旅行業第観光庁長官登録旅行業第観光庁長官登録旅行業第観光庁長官登録旅行業第 38383838 号号号号                

    

    岐阜支店岐阜支店岐阜支店岐阜支店    

岐阜県岐阜市金町岐阜県岐阜市金町岐阜県岐阜市金町岐阜県岐阜市金町 6666----6666    ニッセイ岐阜ビルニッセイ岐阜ビルニッセイ岐阜ビルニッセイ岐阜ビル 9999 階階階階    

「第「第「第「第 58585858 回全日本登山大会回全日本登山大会回全日本登山大会回全日本登山大会    受付係」受付係」受付係」受付係」    

一般社団法人日本旅行業協会正会員一般社団法人日本旅行業協会正会員一般社団法人日本旅行業協会正会員一般社団法人日本旅行業協会正会員        ボンド保証会員ボンド保証会員ボンド保証会員ボンド保証会員                                                        

総合旅行業務取扱管理者：野村達規総合旅行業務取扱管理者：野村達規総合旅行業務取扱管理者：野村達規総合旅行業務取扱管理者：野村達規    

TEL TEL TEL TEL 058058058058----263263263263----4657465746574657                FAX FAX FAX FAX 058058058058----263263263263----5805580558055805    

営業時間営業時間営業時間営業時間    平日９平日９平日９平日９:00:00:00:00～～～～18:0018:0018:0018:00（土・日・祝日休業）（土・日・祝日休業）（土・日・祝日休業）（土・日・祝日休業）    

客国客国客国客国 19191919----178178178178    

 




