
5 5

①　スローライン　スコアーシート

チーム名 ジャッジ名

制限時間（15分） 開始　　　　　時　　　分

ロープセッティング　10分以内

終了　　　　時　　　分 所要時間

ポイント１ ポイント２ ポイント３ ポイント４ ポイント５

5 5

アンカー

スローライン

ロープに変更 5 5 5

10 10 15

５　10 ５　10

ジャッジは↓ここに正の字で書き、集計をし、右側に点数を書いてください。

ノーコール・ノーコールバック（－１）

計

ポイント１ ポイント２

回収 5 5

ポイント３

小計②

終了時間 　　　　時　　　　　分

回　収　　　　　5分以内

開始時間 　　　　時　　　　　分

スタック（－5）

アンカー ポイント４

5 5

ポイント５

5

スローバックの落下（－２）

枝折れ小（－１）

枝折れ大（－５）

小計④

総合得点（小計①＋小計②＋小計③＋小計④）

点

小計③

チームワーク ー５ 　 ０ 　 ５ 　 １０ 　 １５

ジャッジポイント

チームワーク
0　1　2　3　4　5 0　1　2　3　4　5 0　1　2　3　4　5 0　1　2　3　4　5 0　1　2　3　4　5 小計①

5

0　1　2　3　4　5 0　1　2　3　4　5

５　10

0　1　2　3　4　50　1　2　3　4　5 0　1　2　3　4　5

セーバー ５　10 ５　10

アンカーチェック 5 5

ジャッジポイント

テクニック

5 5



②　ツリークライミング　スコアーシート　（１）

チーム名 ジャッジ名

制限時間（20~30分）

2人でアンカーチェック行ったか

（3人目は樹上の動きを見ること）

開始　　　　　時　　　分

　それぞれOKならチェック（✓）してください。チェックしたら1点となります。

クライミング

クライマー グランドワーカー

2人でアンカーチェックを行ったか

終了　　　　時　　　分 所要時間

リムウォーク

グランドワーカー

アドバイス（なければ確認しているか）

コールをしたか

コールをしたか

ポジショニングができているか アドバイス（なければ確認しているか）

クライマー

枝の揺れが激しくないか（行き） アドバイス（なければ確認しているか）

オフロープになっていないか（行き）

ＢＡＲＫチェックを行ったか コールバック

コールバック

アドバイス（なければ確認しているか）

小計③

小計②

　小計①

バウンズチェックを行ったか

エンドノットがあるか 次の段取りをしているか（Ｇ.Ｗのみ）

樹木に負担がかからない登り方か

チームワーク ー５    ０    ５    １０    １５

コールバック

両手で鈴を鳴らしたか 次の段取りをしているか（Ｇ.Ｗのみ）

チームワーク

コールバック

コールバック

ー５    ０    ５    １０    １５

コールバックをしたかコールをしたか

リムトス

クライマー グランドワーカー

コールをしたか

コールバック

コールバック

アドバイス（なければ確認しているか）

アドバイス（なければ確認しているか）

ー５    ０    ５    １０    １５

1投目

2投目

3投目

4投目

5投目

枝の揺れが激しくないか（戻り）

オフロープになっていないか（戻り）

コールをしたか

チームワーク

コールをしたか



- -

クリーンナップ

クライマー グランドワーカー

チェーンソーを適切におろしたか チェーンソーの下降に対応したか

ジャッジポイント ー３　　－２　　－１　　０　　１　　２　　３　　４　　５

小計⑤

小計⑥

適切なスピードで降りてきたか。 - -

オープンロープのコールバックオープンロープのコール

クライミングロープの回収 クライミングロープの回収

リギングロープの取り扱い

適切な結び方か（バットタイ）

- タグラインの装着

チームワーク ー５    ０    ５    １０    １５

- - チェーンソーをもとの場所に戻したか

- リギングロープの取り扱い

ロワーディングディバイスをもとの場所に戻したか

-

- - タグラインの取り扱い

コールバック

- -

チームワーク ー５    ０    ５    １０    １５

鈴を両手で鳴らしたか

チェーンソーカバー - -

- -腰への装着

コール コールバック

小計④

チェーンソーカッティングポジション -

- -

-

リギングロープの取り扱い

- - ロワーディングディバイスの装着（Ｇ.Ｗ）

チームで動いているか

②　ツリークライミング　スコアーシート　（２）
リギング

クライマー グランドワーカー

アドバイス（なければ確認しているか）ポジショニングができているか

コールができているか コールバック

チェーンソーの受け渡し

アドバイス（なければ確認しているか）

受け口の処理

コールバックコール

点

総合得点（小計①＋小計②＋小計③＋小計④＋小計⑤＋小計⑥）

-

適切なチェーンソーの取りまわしか（ヒンジカット）



③　リギング　アンド　ロードトランスファー　スコアーシート

チーム名 ジャッジ名

制限時間（20分）

　小計⑤

　小計④

　小計③

　小計②

　小計①ロードが動くまでの時間 時　　　　　分

トローリーが動くまでの時間 時　　　　　　分

1か所目 2か所目 3か所目

開始　　　　　時　　　分

スタート

チームワーク ー５　　０　　５　　１０　　１５

結びができていたらチェックする

終了　　　　時　　　分 所要時間

上昇

回 ×ー１

回 ×ー３

ロードの水平 ー２　　ー１　　０　　１　　２

アイデア ー５　　０　　５　　１０　　１５

手を触れた回数 ここに正の字で書き、集計してください。

パワープレーの回数 ここに正の字で書き、集計してください。

チームワーク ー５　　０　　５　　１０　　１５

移動

ロードの水平 ー１０　　ー５　　０　　５　　１０

ー５　　０　　５　　１０　　１５アイデア

手を触れた回数 ここに正の字で書き、集計してください。 回 ×ー１

ここに正の字で書き、集計してください。 回

ー５　　０　　５　　１０　　１５

ー５　　０　　５　　１０　　１５

パワープレーの回数 ここに正の字で書き、集計してください。 回 ×ー３

チームワーク

ー５　　０　　５　　１０　　１５

下降

ロードの水平 ー１０　　ー５　　０　　５　　１０

アイデア

回 ×ー３

アイデア

手を触れた回数 ここに正の字で書き、集計してください。 回 ×ー１

ー１０　　ー５　　０　　５　　１０

ー５　　０　　５　　１０　　１５

ー３　　－２　　－１　　０　　１　　２　　３　　４　　５

総合得点（小計①＋小計②＋小計③＋小計④＋小計⑤＋小計⑥＋小計⑦）

点

パワープレーの回数

チームワーク ー５　　０　　５　　１０　　１５

ジャッジポイント

ここに正の字で書き、集計してください。 回 ×ー３

　小計⑥

　小計⑦

手を触れた回数 ここに正の字で書き、集計してください。 回 ×ー１

パワープレーの回数 ここに正の字で書き、集計してください。

チームワーク

ロードの水平

アイデア

手を触れた回数

パワープレーの回数

チームワーク

ロードの水平

ー５　　０　　５　　１０　　１５

着地

ここに正の字で書き、集計してください。 回 ×ー３

トローリーでの移動

×ー１

ー１０　　ー５　　０　　５　　１０

ー５　　０　　５　　１０　　１５



ＢＡＲＫチェック行ったか コールバック

コールバックバウンズチェック行ったか

エンドノットがあるか 次の段取りをしているか（Ｇ.Ｗのみ）

樹木に負担がかからない登り方か アドバイス（なければ確認しているか）

‐ ‐ 要救助者への声掛け

　　リムウォーク

枝の揺れが激しくないか（行き） アドバイス（なければ確認しているか）

アドバイス（なければ確認しているか）オフロープになっていないか（行き）

ポジショニングができているか アドバイス（なければ確認しているか）

チームワーク ー５　　０　　５　　１０　　１５

要救助者の確認、要救助者の取り扱い

　　クライマー 　　グランドワーカー

要救助者の状況の確認を行ったか。 要救助者の状況の確認を行ったか。

小計②

要救助者への処置を行ったか。 処置に対するサポートを行ったか。

処置方法など

終了　　　　時　　　分 所要時間

④　レスキュー　スコアーシート　（１）

チーム名 ジャッジ名

制限時間（30分） 開始　　　　　時　　　分

それぞれOKならチェック（✓）してください。チェックをしたら1点となります。

リスクアセスメントとレスキュープラン

救急車の手配 ツリーインスペクション

AEDの手配 サイトインスペクション

レスキュープラン野次馬の排除

レスキュープラン内容

チームワーク ー５　　０　　５　　１０　　１５

小計①

アッセント＆要救助者への移動

　　クライマー 　　グランドワーカー

2人でアンカーチェック行ったか
2人でアンカーチェック行ったか

（3人目は樹上の動きを見ること）



小計④

小計⑦

小計⑥

レスキュープランの変更などををグランドと話したか。

降下へ向けての要救助者の確保を行ったか。

④　レスキュー　スコアーシート　（２）
要救助者の確認、要救助者の取り扱い

降下

　　クライマー 　　グランドワーカー

コールをしたか コールバックをしたか

小計③

ビレイをクライマーと連携したかグランドにビレイの指示をしたか

レスキュープランに沿った方法か レスキュープランに沿った方法か

チームワーク －５　　０　　５　　１０　　１５

着地

クライマーは即座にグランドに要救助者を引き渡しているか。

グランドはクライマーのサポートをしているか。

グランドは要救助者の適切な処置を受けついでいるか。

－３　　－２　　－１　　０　　１　　２　　３　　４　　５

チームワーク －５　　０　　５　　１０　　１５

役割ポイント

クライマー

小計⑤

－３　　－２　　－１　　０　　１　　２　　３　　４　　５

指揮者 －３　　－２　　－１　　０　　１　　２　　３　　４　　５

ビレイヤー －３　　－２　　－１　　０　　１　　２　　３　　４　　５

連絡役

マルチスタッフ －３　　－２　　－１　　０　　１　　２　　３　　４　　５

チームワーク －５　　０　　５　　１０　　１５

総合得点（小計①＋小計②＋小計③＋小計④＋小計⑤＋小計⑥＋小計⑦）
点

ジャッジポイント －３　　－２　　－１　　０　　１　　２　　３　　４　　５

チームワーク －５　　０　　５　　１０　　１５

声掛けは継続しているか。

- 要救助者に対しての処置を行える準備はできているか-

適度なスピードで降りてきているか。 ビレイコントロールしているか。

- -


