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一般社団法人 広島県山岳連盟
〒733-0011 広島市西区横川町 2 丁目 4-17
電話・FAX

（０８２）２９６－５５９７

Ｅ-Mail：hgakuren@lime.ocn.ne.jp

URL：http://hiroshima-gakuren.or.jp

第 21 回比婆山国際スカイラン

新緑のブナの森、雨中の比婆山

再開後

最多の 799 人

中国山地を走る「比婆山国際スカイラン」が 5 月 19
日、
庄原市西城町の県民の森で開催され、
全国から 799
人が参加した。2007 年に中断した同大会が 10 年に再
雨の中スタートする参加者（写真提供 小林敏行）

開して以来、最多の参加者となった。

参加者概要

コースは男女別で競うＡコース（18･5 ㌔）とＢコ
ース（9･0 ㌔）の各部門で、強い雨の中参加者が新緑

コース

完走

の山道を駆け抜けた。

タイムオーバー・

計（申込）

棄権・欠場

男子Ａ

401

40 29 66

536

各コースの優勝者は次の通り。

女子Ａ

30

11 9 2

52

Ａコース（18･5 ㌔）

計

431

51 38 68

588

男子

東 徹（大和走友会）1 時間 37 分 33 秒

男子Ｂ

154

＿

8 21

183

女子

伊藤有美子（広島市）2 時間 9 分 28 秒

女子Ｂ

61

＿

1 6

68

計

215

＿

9 27

251

Ｃ

49

＿

6 8

63

51 53 103

902

Ｂコース(9 ㌔)
男子
女子

谷川延久（海上自衛隊岩国）45 分 6 秒
三宅陽香（本郷アスリートクラブ）59 分 34 秒

695

合計
競技時間

3 キロコース新設

開始

10:00

最終ランナー到着時刻 13:59･17

順位をつけない 3 ㌔コースも今回新設され、55 人

気象条件（10 時時点）

の参加者は散策などを楽しんだ。

天候

雨

（なお今回から「開会式、スタート風景、大会結果など」が広島県山

スタート地点（標高 850ｍ）
：気温 13･3 度

湿度 90％

岳連盟ホームページに掲載されています。
）

烏帽子頂上（標高 1225ｍ）
：気温 12･3 度

湿度 59％
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場所：安芸高田市クリスタルアージョ 4 階小ホール

料

定員：150 人 FAX にて申込み必要
交流会：映画会の後、交流会も開催します。定員 30

第 12 回ひろしま「山の日」県民の集い

人、会費 3000 円、FAX にて申込み必要

２０１３・６・１（土）
・２（日）開催

運営：実行委員会

主

ひろしま「山の日」県民の集い実行委員会

６・２（日）

中国新聞社・中国放送

開会式（オープニングセレモニー）

催

時間：9:00～9:40

特別協力

内容：挨拶、祝辞、平成 25 年度広島県緑化功労賞表

ひろしまの森林づくりフォーラム
後

彰、ひろしま「山の日」宣言

援

運営：実行委員会

林野庁近畿中国森林管理局・広島県・広島県教育委
員会・広島市・呉市・三原市・尾道市・三次市・庄原
市・東広島市・廿日市市・北広島町・
（公社）国土緑

吉田高校神楽部発表

化推進機構・
（公社）広島県みどり推進機構・
（一社）

時間：9:45～10:30 内容：神楽の上演

広島県森林協会・広島県森林協会連合会・ひろしま緑

運営：吉田高校神楽部

づくりインフォーメーションセンター・
里山の手入れ

（一社）広島県山岳連盟・
（公社）日本山岳会広島
支部・「山の日」制定協議会・ＮＨＫ広島放送局・広

時間：10:45～14:30

島テレビ放送・広島ホームテレビ・テレビ新広島

定員：100 人

ＦＡＸにて事前申し込み必要（5･25

まで）持参品：軍手、水筒、タオル、お持ちの方はヘ
問い合わせ先・実行委員会事務局ＴＥＬ082-909-7662

ルメット、手ノコ、服装は長袖、長ズボン、滑りにく

www.yamanohi.com

い靴

詳しくは ひろしま「山の日」→Web 検索

運営：実行委員会、安芸北森林組合

広島は里山の国と言ってもいいでしょう。広島の里山

里山・歴史ウオーク

は、里、川、まち、そして海ともつながり、多くの恵

時間：10:45～14:30

みをもたらし、命をはぐくんでいます。人とひと、人

内容：山城、里山等をゆっくり回ります。

と里山、里とまち、企業と地域･･･広島県内 12 の会場

定員：50 人（会場にて受付）

を結んで、第 12 回目のひろしま「山の日」県民の集

持参品：歩きやすい服装、筆記用具、滑りにくい靴

いが開催されます。

運営：安芸高田市地域振興事業団、歴史ガイド協会

安芸高田市会場

吉田サッカー公園

記念植樹（サンフレチェ広島・湧永レオリック選手等

問い合わせ・実行委員会事務局（安芸高田市農林水産

との交流）

課内）ＴＥＬ0826-47-4022 ＦＡＸ0826-42-1003

内容：会場近くの里山へ記念植樹を行います
参加：サンフレッチェ広島選手、湧永レオリック選手

６・１（土）

等

「山の日」の夕べ映画「林間を」上映

運営：安芸北森林組合、苅田緑の少年団

時間:16:00～18:30
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森のネイチャーゲーム

呉市会場 グリーンヒル郷原

時間：10:45～14:30 定員：30 人（会場にて受付）

問い合わせ 実行委員会事務局（中国木材内）

持参品：歩きやすい服装、筆記具、できればバンダナ

TEL0823-71-7142 FAX0823-71-9152

運営：広島県シェアリングネイチャー協会

北広島町八幡高原会場
里山の恵み

バザー・展示

八幡地域

問い合わせ 西中国山地自然史研究会
TEL080-6334-8601 FAX0826-36-2008

時間：10:45～14:30
内容：食べ物、工芸品など里山の恵みのＰＲ、展示を
行います。

登山道整備（猿木口～土草峠）6･1 実施

運営：各団体

時間：9:30～15:00 集合：高原の自然観前
定員：20 人 FAX にて事前申し込み必要（5･25 まで）

庄原市会場

板橋里山学びの森

持参品：弁当、軍手、水稲、タオル、おやつ、お持ち

問い合わせ 実行委員会事務局（林）

の方はヘルメット、手ノコ、服装は長袖、長ズボン、

ＴＥＬ0824-72-3722 FAX0824-72-8548

滑りにくい靴
運営：（一社）広島県山岳連盟

東広島市会場

憩いの森公園

三原市会場

県立中央森林公園

問い合わせ 実行員会事務局（パブリックス内）

問い合わせ 中央森林公園

ＴＥＬ082-248-3567 FAX082-248-3586

TEL0848-86-9101 FAX0848-86-9103

尾道市会場

尾道ふれあいの里

廿日市市会場県民もみのき森林公園

問い合わせ

問い合わせ もみのき森林公園

内）TEL0848-25-7212

実行委員会事務局（尾道市農林水産課
FAX0848-37-2377

ＴＥＬ0829-77-2011 FAX0829-77-2012

福山市会場

ふくやまふれ愛ランド

問い合わせ 実行委員会事務局（光和物産内）
TEL084-923-5155 FAX084-923-5177

広島市会場

広島市森林公園

問い合わせ 広島市森林公園
TEL082-899-8241 FAX082-899-8491

広島市会場

広島県緑化センター

問い合わせ 広島県緑化センター
TEL082-899-2811 FAX082-899-2843

三次市会場

酒屋地区憩いの森他

問い合わせ 三次市農政課
2013 年

TEL0824-62-6163 FAX0824-64-0172
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岳連事務所に備え付けています。ご自由にご利
用ください。

四国・高知県

2012･10･14 写真提供

森

①大田祥子遺稿集 ありがとう 祥和会 2005･3･1

智昭（ひこばえ）

②雪の谷山の声

高見和成 1994･8･5

③山が家族を育ててくれた 中島誠之助
山と渓谷社 2002･9･25
④小西さんちの家族登山 妻が語る登山家・小西政継
の素顔

小西 子 山と渓谷社 1999･9･20

⑤「お父さんほら、山が見えるよ」視力を失ってから
始めた僕の山歩き 金山広美 山と渓谷社 2001･1
⑦ひこばえ 交流 15 周年記念誌 登山教室同窓会
ひこばえ 2012･10･20
⑧登って撮って記録して

ー日本百名山半世紀

小方重明 2012･8･1
４、受贈御礼
筆影 6 月号 NO399 2013･6 発行
三原山の会
JAC Hiroshima 公益社団法人日本山岳会
広島支部支部報 第 47 号

2013･4･1

編集部より
○この会報は、皆さんの提出原稿を編集して
発行しています。岳連行事・山の情報・行
事参加の感想など気軽にお寄せください。
編集の都合で一部手直しすることがありま
す。ご了承ください。

岳連短信
１、広島市西部里山ハイキングマップ
平成 25･2 発行

発行

○各研修会、講習会へ参加された方は積極的
に報告書を提出ください。随時掲載いたし
ます。

西区地域起こし推進課 西部

やまなみハイキングルート＆鈴ヶ峯～武田山縦走コ
ース登山口、高低図、見どころ紹介など。
２、可部連山ルートマップ

平成 23･9 可部山岳会

○会員団体で会報発行されたら岳連事務局ま
で恵送下さい。随時紹介します。

堂床山、可部冠山、小掛山、備前坊山コースタイム、
高低図など。

題字デザイン
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