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　第57回全日本登山大会が京都で開催されることになり、全国からの

登山愛好家を迎えるにあたってひとことご挨拶を申し上げます。

　京都は「千年の都」と称されるように、歴史ある社寺仏閣はもとよ

り全国で最も厳しいと言われる景観条例が実施され、市中の雰囲気も

落ち着いたたたずまいをとどめております。

　このような市街地を取り巻く東山・北山・西山には、京都市民の健

康と新しい観光需要を創出することを掲げてスタートした「京都一周

トレイル 」がございます。このトレイルは、1991年に京都市からの

委託を受けた京都府山岳連盟が調査・整備を行い、1993年に東山コー

スを皮切りに開通しました。現在に至るまで、山岳連盟内に専門委員

会の「トレイル委員会」をおき、間を置かず毎月コースのパトロール

と維持管理に務めております。

　全長約90㎞のトレイルコースは、東山の南端＝伏見桃山を起点とし

て、途中には外国人観光客に人気の伏見稲荷大社や皇室とゆかりの深

い泉涌寺、お盆の送り火で有名な大文字山に至ります。さらに、比叡

山・延暦寺を通って洛北のどかな里＝大原から鞍馬山へと続きます。

そして、愛宕山々麓の高雄・清滝から嵐山・苔寺（西芳寺）へと、京

都市街を一周するよう設けられ、京都の観光地を巡ることにもなりま

す。

　この度の全日本登山大会の舞台は、この「京都一周トレイル 」の

コースを歩くものと、京都の岳人たちのクライミングゲレンデである

金毘羅山でのロッククライミング。火伏せの神様を祀る全国愛宕神社

の総本社で、京都の人々からは「愛宕さん」と呼ばれ親しまれている

愛宕山（924m）登山などを楽しんでもらうべく、七つのコースを準備

しました。皆さんご自身の体力とご相談のうえ参加されることをお待

ちしております。

　末尾に、少し言い訳がましいことを付け加えさせていただきます。

皆様ご存知のように、京都市はアメリカの大手旅行誌『トラベル＋レ

ジャー』による人気都市ランキングで、2014年・2015年と、２年続

けて第１位となりました。ことほど左様に、京都への外国人観光客の

来訪は年を追うごとに増え、宿泊施設がまったく間に合っていないの

が現状です。そのため、観光客が比較的少ない６月開催とせざるを得

ませんでした。さらに高額な参加費と参加定員の縮少など、皆様には

ご迷惑をおかけいたしますがご理解を賜りたく存じます。

　それでは、京都観光も兼ねてぜひ京都の山を味わってください。「お

こしやす！　京都へ」

京都府山岳連盟会長

　　　四 方 宗 和
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第57回
　全日本登山大会京都大会

【開催要項】

【大会目的】
全国の山や自然を愛する人達を、古都を取り巻くトレッキングコース「京都一周トレイルⓇ」
に迎え、自然と歴史に触れ合うなかで、安全登山とフィールドを守る大切さを体感し、併せ
て参加者の親睦を図る。

１．開　催　期　日　　平成30（2018）年６月16日（土）～18日（月）　　
２．主　　　　　催　　（公社）日本山岳・スポーツクライミング協会
３．主　　　　　管　　京都府山岳連盟
４．開　催　場　所　　京都市・亀岡市
５．受付・開会式　　ガレリアかめおか（京都府亀岡市）
６．閉会式・交流会　　京都タワーホテル（JR「京都」駅前）
７．宿　　泊　　地　　京都市内の各ホテル
８．募　集　人　員　　200名
９．日　　　　　程　　６月16日（土）
　　　　　　　　　　　　①受　付＝12時～13時30分
　　　　　　　　　　　　②開会式・記念講演・シンポジウム＝13時30分～17時30分
　　　　　　　　　　　６月17日（日） 
　　　　　　　　　　　　登山・トレッキング 　
　　　　　　　　　　　　閉会式および交流会＝18時～
　　　　　　　　　　　６月18日（月）　
　　　　　　　　　　　　別紙オプショナルツアー参照（希望者のみ）
10．参　加　資　格　　（１）都道府県山岳連盟（協会）から推薦を受けた者
　　　　　　　　　　　（２）（公社）日本山岳・スポーツクライミング協会の役員、参与および
　　　　　　　　　　　　　　賛助会員
　　　　　　　　　　　（３）地域の登山普及を図るため、主催者が特に認めた者
　　　　　　　　　　　（４）参加者は「山岳共済会山岳遭難・捜索保険」または同等の保険に
　　　　　　　　　　　　　　加入のこと
11．登山コースと概要　　コース名　行　　程（区間）　　　　　距離　　時　間　　　　人数　　コースレベル　　
　　　　　　　　　　　Ａ　伏見稲荷～清水寺　　　7.5㎞　４時間30分　30名
　　　　　　　　　　　Ｂ　伏見稲荷～銀閣寺　　17.4㎞　８時間　　　　30名　健脚コース
　　　　　　　　　　　Ｃ　比叡山～大原          　10.0㎞　４時間30分　30名
　　　　　　　　　　　Ｄ　比叡山～大原～鞍馬　15.9㎞　８時間　　　　30名　健脚コース
　　　　　　　　　　　Ｅ　清滝～苔寺            　12.3㎞　５時間30分　40名
　　　　　　　　　　　Ｆ　保津峡～山頂～清滝　10.0㎞　７時間　　　　25名　健脚コース
　　　　　　　　　　　Ｇ　金毘羅山（クライミング）　　　　　　　　　15名　経験者
12．登山中の留意事項　　（１）登山中の昼食・飲物・非常食は、各自で準備してください。
　　　　　　　　　　　（２）コース中のトイレは限られています。登山前に済ませてください。 
　　　　　　　　　　　（３）コース途上の下山は、基本的に認めていませんのでご注意ください。
　　　　　　　　　　　（４）簡単な救急医用品をご用意ください。
　　　　　　　　　　　（５）ゴミの持ち帰り、自然保護につとめてください。
13．参加費用および申込方法　　後述の「大会参加申込のご案内」をご覧ください。
14．事務連絡事項　　・大会プログラムは当日配布します。
　　　　　　　　　　　・山岳連盟（協会）旗は、６月10日（日）までに大会事務局へ送付して
　　　　　　　　　　　　ください。

　　第57回全日本登山大会京都大会　3
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記念品進呈！

16日

17日

第57回
　全日本登山大会京都大会

【日程のご案内】

　　　　　　　　　 受付・開会式・講演会・シンポジウムのご案内
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　会場：「ガレリアかめおか」コンベションホール　
　　　　　　　　　 　京都府亀岡市余部町宝久保１番地の１　☎0771-22-1022
　　　　（１）講　演

　講師：辰野　　勇氏（株式会社モンベルCEO）
　演題：夢と冒険……今、リーダーに求められる「力」

　（２）シンポジウム
　出席者：辰野　　勇氏

　貫田　宗男氏（○□○Q でおなじみの｢天国じじい｣）
　柳沢　大貴氏（八ヶ岳：赤岳鉱泉の若手経営者）
　平山　裕示氏（スポーツクライミングのレジェンド）
　小林　由佳氏（スポーツクライミングの女性レジェンド）

　司　会：日本山岳・クライミング協会役員
　（３）大抽選会

アウトドア用品などが当たる抽選会
●会場へのアクセス
⇨電車でお越しの方
　JR「京都」駅より、JR嵯峨野線（「京都」駅32番ホーム）に乗換、「亀岡」駅下車（20分）
　「亀岡駅前」より京阪京都交通バスに乗車、｢ガレリアかめおか｣下車（約10分）
　＊「亀岡駅前」バス時刻表　　２番乗り場＝11：00　11：35

　３番乗り場＝11：00　11：42　12：00　12：42 
　⇨自動車でお越しの方
　京都縦貫自動車道｢亀岡IC｣から約５分、駐車場完備（会場案内図参照）
　＊１日目の開会式・講演会等に参加の方は、「ガレリアかめおか」の駐車場をご利用
　ください。宿泊者の車は「保津川河川敷」無料駐車場が利用できます。開会式・
　　講演会等終了後、駐車場まで移動してください（案内係が案内します）。
　＊＊京都市内には駐車場がありません。また、交通渋滞緩和のためパークアンドライ

　　　　　　　　ドを推進しています。京都市内への移動は、公共交通機関の利用をお願いします。

　　　　　　　　
　　　　　　　　 　会場：京都タワーホテル（JR「京都」駅前）にて18時30分から行います。
　　　　　　　　 　京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 721-1　☎075-361-7261

　　　　　　　　 宿泊のご案内
　京都市内のホテル（京都駅周辺）

　後述の「大会参加申込のご案内」をご覧ください。
　朝食付。１日目の夕食は、京都市内で各自お召し上がりください。
ホテルには駐車場はありません。市内で駐車する場合はコインパー
キングをご利用ください。

　＊コインパーキングは、２日で10,000円以上になります。　

■参加者の皆さんへのお願い
16日の開会式ほか、17日の登山・トレッキングには、当日参加の京都・亀岡市民などがたくさん
参加されます。ご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご理解とご協力をお願いします。

バス乗り場

17日（日） 登山・トレッキングコース

Aコース 伏見稲荷～清水寺 トレイルコース（東山１～19）
「お稲荷さん」で親しまれる伏見稲荷大社は、全国の稲荷神社の総本宮。五穀豊穣、商売繁盛
の神様を祀る。近年、諸外国からの観光客が境内にあふれ、連日「初詣」を思わせる賑わい。
境内を外れると静かな東山の雰囲気が戻り、皇室ゆかりの泉涌寺を通って国道1号線を地下道で
越えると、林道が清水寺に続く。

Bコース 伏見稲荷～清水山～銀閣寺 トレイルコース（東山１～52-1） 健脚コース
　Ａコース終了点の清水寺に続く林道から山道を清水山へ登り、いったん下ると東山公園「将軍
塚」とのコルに着き、15分も登り返すと京都市内の展望が素晴らしい東山公園に着く。「青蓮院
別邸」の舞台下を通って粟田口へ下り、三条通を東進すると産業遺産「琵琶湖疏水」の引かれた
蹴上に到着する。

Cコース 比叡山～大原 トレイルコース（北山東部１～24） 健脚コース
　日本で最も高低差のある「叡山ケーブル」を降りると、コースは比叡山山頂を巻くように延暦
寺へ続く。世界遺産「延暦寺」の散策もまた良い。気持ちの良い尾根道をドライブウェーに添っ
て北へ進み、横高山・水井山の登り下りを繰り返すと、琵琶湖の展望がよい仰木峠に着く。あと
は、整備された登山道を下って京の山里「大原」へ。

Dコース 比叡山～鞍馬 トレイルコース（北山東部１～43） 健脚コース
心地よい大原から江文峠を越え、杉林を縫って車道をトンネルで抜けると「静原」の里に出る。
灰色の瓦屋根とベンガラ塗りの柱や梁、白壁の民家が並ぶ佇まいは一見の価値がある。静原から
再び登り返して「薬王坂」を越えると、牛若丸の伝説で名高い「鞍馬寺」の門前町である鞍馬に
到着する。寺は登り約20分の山腹に建つ。

Eコース 清滝～苔寺 トレイルコース（西山１～阪急「上桂」駅）
清流「清滝川」に沿って佇む清滝。近年、愛宕山に登る登山者以外に訪れる人は少ない。清滝
川沿いのコースを下って行くと、ドラマ撮影のメッカ「落合」に着く。ここから六丁峠まで約20
分の登りである。嵯峨野に入ると、観光客に混じって竹藪の中を縫って嵐山「渡月橋」を渡る。
松尾山への登りは約50分。あとは明るい尾根道を南東へ進み、急な斜面を道標に導かれて下ると
「苔寺」への林道に出る。

Fコース 愛宕山「ツツジ尾根」～愛宕神社～表参道～清滝 健脚コース
愛宕山（「あたごさん」）。山頂には、全国の愛宕信仰の総社「愛宕神社」がある。京都では「子

供が3歳までにお参りをすると、一生火難に遭うことはない」と言
われ親しまれている。保津川下りで有名な保津峡から明るい尾根を
登ると、下山道となる清滝へ続く表参道に出合う。表参道は良く整
備され、両側に立つ杉木立は歴史を感じさせる。神社へのお参りを
済ませ、市内が見下ろせる山頂広場で寛ぐとよい。

Ｇコース 金毘羅山クライミングゲレンデ 経験者
金毘羅山は大原の里にあり、古くからクライマーの入門道場とし
て親しまれている。穏やかな「京のやま」にあって、ここだけ高さ
10m～50mくらいの岩壁が山のあちこちに点在し、その数は約20箇
所を数える。小さくローカルな岩場にもフリー化の波が押し寄せ、現
在ではすべてがフリー化されている。地下鉄「国際会館」駅から京都
バス25分。バス停から歩いて20分で岩場。

参加者全員に
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参加者全員に
記念品進呈！

16日

17日

第57回
　全日本登山大会京都大会

【日程のご案内】

　　　　　　　　　　 受付・開会式・講演会・シンポジウムのご案内
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　会場：「ガレリアかめおか」コンベションホール　　
　　　　　　　　　　　　　京都府亀岡市余部町宝久保１番地の１　☎0771-22-1022
　　　　（１）講　演
　　　　　　　　　　講師：辰野　　勇氏（株式会社モンベルCEO）
　　　　　　　　　　演題：夢と冒険……今、リーダーに求められる「力」
　　　　（２）シンポジウム
　　　　　　　　　　出席者：辰野　　勇氏
　　　　　　　　　　　　　　貫田　宗男氏（○□○Qでおなじみの｢天国じじい｣）
　　　　　　　　　　　　　　柳沢　大貴氏（八ヶ岳：赤岳鉱泉の若手経営者）
　　　　　　　　　　　　　　平山　裕示氏（スポーツクライミングのレジェンド）
　　　　　　　　　　　　　　女性クライマー（未定）
　　　　　　　　　　司　会：日本山岳・クライミング協会役員
　　　　（３）大抽選会
　　　　　　　　　　アウトドア用品などが当たる抽選会
　　　●会場へのアクセス
　　　　⇨電車でお越しの方
　　　　　　JR「京都」駅より、JR嵯峨野線（「京都」駅32番ホーム）に乗換、「亀岡」駅下車（20分）
　　　　　　「亀岡駅前」より京阪京都交通バスに乗車、｢ガレリアかめおか｣下車（約10分）
　　　　　　　＊「亀岡駅前」バス時刻表　　２番乗り場＝11：00　11：35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３番乗り場＝11：00　11：42　12：00　12：42 
　　　　⇨自動車でお越しの方
　　　　　　京都縦貫自動車道｢亀岡IC｣から約５分、駐車場完備（会場案内図参照）
　　　　　　　＊１日目の開会式・講演会等に参加の方は、「ガレリアかめおか」の駐車場をご利用
　　　　　　　　ください。宿泊者の車は「保津川河川敷」無料駐車場が利用できます。開会式・
　　　　　　　　講演会等終了後、駐車場まで移動してください（案内係が案内します）。
　　　　　　＊＊京都市内には駐車場がありません。また、交通渋滞緩和のためパークアンドライ
　　　　　　　　ドを推進しています。京都市内への移動は、公共交通機関の利用をお願いします。

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　会場：京都タワーホテル（JR「京都」駅前）にて18時30分から行います。
　　　　　　　　　　　　　京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 721-1　☎075-361-7261

　　　　　　　　　　宿泊のご案内　 　
　　　　　　　　　　京都市内のホテル（京都駅周辺）
　　　　　　　　　　　　　後述の「大会参加申込のご案内」をご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　朝食付。１日目の夕食は、京都市内で各自お召し上がりください。
　　　　　　　　　　　　　ホテルには駐車場はありません。市内で駐車する場合はコインパー
　　　　　　　　　　　　　　キングをご利用ください。
　　　　　　　　　　　　＊コインパーキングは、２日で10,000円以上になります。　　

■参加者の皆さんへのお願い
　16日の開会式ほか、17日の登山・トレッキングには、当日参加の京都・亀岡市民などがたくさん
参加されます。ご迷惑をおかけするかもしれませんが、ご理解とご協力をお願いします。

バス乗り場

17日（日）　登山・トレッキングコース

　Aコース　伏見稲荷～清水寺　トレイルコース（東山１～19）
　「お稲荷さん」で親しまれる伏見稲荷大社は、全国の稲荷神社の総本宮。五穀豊穣、商売繁盛
の神様を祀る。近年、諸外国からの観光客が境内にあふれ、連日「初詣」を思わせる賑わい。
境内を外れると静かな東山の雰囲気が戻り、皇室ゆかりの泉涌寺を通って国道1号線を地下道で
越えると、林道が清水寺に続く。

　Bコース　伏見稲荷～清水山～銀閣寺　トレイルコース（東山１～52-1）　　　　健脚コース
　Ａコース終了点の清水寺に続く林道から山道を清水山へ登り、いったん下ると東山公園「将軍
塚」とのコルに着き、15分も登り返すと京都市内の展望が素晴らしい東山公園に着く。「青蓮院
別邸」の舞台下を通って粟田口へ下り、三条通を東進すると産業遺産「琵琶湖疏水」の引かれた
蹴上に到着する。

　Cコース　比叡山～大原　トレイルコース　（北山東部１～24）　　　　　　　　　健脚コース
　日本で最も高低差のある「叡山ケーブル」を降りると、コースは比叡山山頂を巻くように延暦
寺へ続く。世界遺産「延暦寺」の散策もまた良い。気持ちの良い尾根道をドライブウェーに添っ
て北へ進み、横高山・水井山の登り下りを繰り返すと、琵琶湖の展望がよい仰木峠に着く。あと
は、整備された登山道を下って京の山里「大原」へ。

　Dコース　比叡山～鞍馬　トレイルコース（北山東部１～43）　　　　　　　　　健脚コース　
　心地よい大原から江文峠を越え、杉林を縫って車道をトンネルで抜けると「静原」の里に出る。
灰色の瓦屋根とベンガラ塗りの柱や梁、白壁の民家が並ぶ佇まいは一見の価値がある。静原から
再び登り返して「薬王坂」を越えると、牛若丸の伝説で名高い「鞍馬寺」の門前町である鞍馬に
到着する。寺は登り約20分の山腹に建つ。

　Eコース　清滝～苔寺　トレイルコース（西山１～阪急「上桂」駅）
　清流「清滝川」に沿って佇む清滝。近年、愛宕山に登る登山者以外に訪れる人は少ない。清滝
川沿いのコースを下って行くと、ドラマ撮影のメッカ「落合」に着く。ここから六丁峠まで約20
分の登りである。嵯峨野に入ると、観光客に混じって竹藪の中を縫って嵐山「渡月橋」を渡る。
松尾山への登りは約50分。あとは明るい尾根道を南東へ進み、急な斜面を道標に導かれて下ると
「苔寺」への林道に出る。

　Fコース　愛宕山「ツツジ尾根」～愛宕神社～表参道～清滝　　　　　　　　　　健脚コース
　愛宕山（「あたごさん」）。山頂には、全国の愛宕信仰の総社「愛宕神社」がある。京都では「子
　　　　　　　　　　　　　供が3歳までにお参りをすると、一生火難に遭うことはない」と言
　　　　　　　　　　　　　われ親しまれている。保津川下りで有名な保津峡から明るい尾根を
　　　　　　　　　　　　　登ると、下山道となる清滝へ続く表参道に出合う。表参道は良く整
　　　　　　　　　　　　　備され、両側に立つ杉木立は歴史を感じさせる。神社へのお参りを
　　　　　　　　　　　　　済ませ、市内が見下ろせる山頂広場で寛ぐとよい。

　　　　　　　　　　　　　　Ｇコース　金毘羅山クライミングゲレンデ　　　　　　 経験者
　　　　　　　　　　　　　　金毘羅山は大原の里にあり、古くからクライマーの入門道場とし
　　　　　　　　　　　　　て親しまれている。穏やかな「京のやま」にあって、ここだけ高さ
　　　　　　　　　　　　　10m～50mくらいの岩壁が山のあちこちに点在し、その数は約20箇
　　　　　　　　　　　　　所を数える。小さくローカルな岩場にもフリー化の波が押し寄せ、現
　　　　　　　　　　　　　在ではすべてがフリー化されている。地下鉄「国際会館」駅から京都
　　　　　　　　　　　　　バス25分。バス停から歩いて20分で岩場。
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第57回全日本登山大会京都大会
お問い合わせ：
〒601-8047　京都市南区東九条下殿田町70　
京都府スポーツセンター内　京都府山岳連盟　
電話：090-2355-2551　ファクス：075-692-3490
Ｅmail: info@kyoto-gakuren.jp


