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（株）タイカ、（株）モンベル、（株）ピラミッドジャパンより賛同・支援をいただいています。
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カンボジアのクライマーを東京オリンピックヘ！
国際クライミング連盟公式大会初参加
鳥取 重慶

2018 年 11 月 1～4 日 中国重慶でアジアユース選手権、11 月 7 日～11 日 鳥取県倉吉市でアジア選手権
この二つの IFSC の大会に、今年 3 月連盟への登録が正式に認められたカンボジアの選手がはじめて参加
しました。（株）タイカ様はじめ皆様のご支援ご協力ご声援ありがとうございました。 (次頁より記録)

第 8 回 アンコールカップ

兼カンボジア国内選手権大会第 39 番目の種目として初開催

２０１８年 12 月 7 日～1０日 シェムリアプ アンコールウォールにて
7 日（金） 14:30 開会 15:00 リード予選 ８日（土） 7:00～7:30 登録確認 8:00 スピード 決勝 14:00 リード決勝
10 日（月・国際人権デー） 7:00～7:30 登録確認 8:00 ボルダリング予選 13:００ ボルダリング決勝 15:00 閉会式
外国人（日本人）も出場可です。 https://www.facebook.com/angkorclimbersnet/ からお申込みください。
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中国・重慶 アジアユース選手権大会 11 月 1～4 日
Kara

カンボジアナショナルチームとしてはじめての国際大会です。８月のロータスカップで選考された代表ヤンファイとソフィアが、スムロ
ン監督のもと、渡航費、滞在費、ユニフォーム、登録料、事前合宿等すべて株式会社タイカのご支援を受けて参加しました。
昨年日本で研修したヤンファ
イはともかく、ソフィアにとって
は規定のスピード壁を登るの
も、こんなオーバーハングも
すべて初めての体験でした。

二人が出場したのは、2003.4
年生まれの Youth B です。
記録は IFSC のウェブサイト
に出ています。

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!comp=7707&cat=80

シェムリアプ空港から出発
動画はこちらをご覧ください

11 月 1 日 ボルダリング予選

https://web.facebook.com/angkorclimbersnet/?_rdc=1&_rdr

2 日リード予選 登り切った選手はこんなふうに手前に降り
てくるような壁。その奥でヤンファイがスタートするところ
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11 月 4 日スピード予選

鳥取県倉吉市 アジア選手権大会 11 月 7～11 日
こちらの代表チームは選手もコーチもプノンペンのクライミングジム、プノンクライムの所属です。11 月 4 日に、セイハ、チェニイ、
ピサイの選手 3 人と、コーチのボビーがプノンペンを出発。13 日に帰国するまで、スポンサーの㈱タイカさんはじめ、JMSCA、モン
ベル、倉吉市の皆さん、ACN 会員の皆さんのサポートを受けながら、はじめての公式国際大会遠征を経験してきました。

7 日 ボルダリング予選
結果は、それぞれ、IFSC のウェブサイトに出ています。そして、なんと、チームランキングまで、出ています。

http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/calendar#!comp=7303&cat=5
http://www.ifsc-climbing.org/index.php/world-competition/results#!type=nat_team_ranking&comp=7303&cat=1,2
出場 14 ヵ国中最下位ですが、とにもかくにも国際ランキングに出たということを記録しておきたいと思います。

11 月 8 日 リード予選

動画はこちら

https://web.facebook.com/angkorclimbersnet/?_rdc=1&_rdr
11 月 9 日スピード予選では、セイハが世界記録保持者イランのレザー選手の隣
で登るという幸運に恵まれました。上記アドレスからその動画もご覧になれます。
残念ながら、レザー選手はこのスタートがフォルススタート（フライング）だったと
いうことで、決勝には残れず、インドネシア勢が上位を独占しました。リードとボ
ルダリングは日本勢が圧倒的に強かったですね。会員の撮ってきた動画には、
「カンボジアがんばれ－」とか「こっからこっからー！」など、日本語の声援がたく
さん記録されています。日本の皆様、応援どうもありがとうございました！
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ロータスカップ 2018

8 月１１,12 日 プノンペンで開くのは 2 回目の、ロータスカップを、
今年はカンボジアクライミング連盟(CCF)主催、㈱タイカ特別協賛、
ホストウォールがプノンクライムとして実施しました。

8 月１１日ボルダリング予選 難易度に従い
各課題に与えられた点数の上位 3 本合計点
によって翌日の決勝進出者を決めました。

11 日夜16 歳以上リード決勝 シンガポール、ラオス、アメリカ、
日本などからルートセット、審判、ビレイ等のヘルパーも続々

12 日 Youth C D はトップロープ、14 歳以上はリード

リード決勝の結果
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この 2 日間の結果を総合
し、重慶と倉吉への派遣
選手が決まり、㈱タイカ
からのエアーチケットを
手にしました。

From ACN’s Desk：事務局から
k
・ＮＰＯ法人としての会員は現在５１名、会員として継続的な支援をお願いします
■特定非営利活動法人アンコール・クライマーズ・ネット（日本事務局）
ＡＣＮへ入会をご希望の方は、随時下記宛て、郵送、メール、のいずれかでお知らせください。一般個人会員の年会費は
￥５，０００です。事業年度（7/1～翌年 6/30 まで）に対応して納入をお願いしています。みなさまの支えがカンボジアの青
少年の、健全な成長を継続する確実な助けになります。

〒182-0025 東京都調布市多摩川 5-3-1-506

tel. 042-498-2488

Email: info@angkorclimbers.net
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・寄付・寄贈
－ 寄付金、寄贈品等
2008 年にＮＧＯとしてスタートしてから 2018/10/30 現在までの、寄付金累積総額は、\ 9,871675+ US$13,800
となりました。
また、里親基金累計総額は、\4,370,000 +US$1,250
です。大変ありがとうございました。
2018 年5 月～10 月までに、ご寄付、ご寄贈、里親出資いただいた方は下記の通りです。なお、本お知らせは、ニューズレターと
連携して対応する期間に寄付された方のお名前だけを本誌にて、順次お知らせしています。

－寄付

浅田信一郎様、堀田圭子様、安田至宏様、伊藤文博様、野草茶のかりん様、有泉重正様、楜沢健治様

－寄贈 ※寄贈及び奉仕活動をもってご支援いただいた方も含みます。
(株)タイカ様、(株)ピラミッドジャパン様、(株)モンベル様 Phnom Climb Community Gym 様、若江勇一様、 有泉重正様、
楜沢健治様、清水智子様、平山繁美様、髙木智子様、堀田圭子様、Lisa Twaronite 様、福神和子様、 伊藤洋美様、
佐久平ロッククライミングセンター様、才原明男様、吉冨明様、有泉綾之様、両国高校ボランティア様、新保司様
門多真理子様
T シャツ、クロマー、頑張るゾウさん、などを通じてご協力いただいた方々のお名前は、その都度記録していま せんが、
この期間だけで、そのほか 20 人以上の方々から、ご寄付をいただきました。ありがとうございました。
－里親
堀田圭子様、才原明男様、
（順不同）

★★★ 寄付及び会費専用口座 ★★★
■ゆうちょ銀行
記号
10010
番号
75286831
口座名
アンコールクライマーズネット
■三菱東京 UFJ 銀行
支店名：調布支店
預金種目：普通預金 口座番号：0081781
口座名：アンコールクライマーズネット

Ｗｅｂサイトでもご確認いただけます。
http://www.angkorclimbers.net/

☆☆☆ アンコールクライマーズネット連絡先 ☆☆☆
■アンコールクライマーズネット（日本）
〒182-0025 東京都調布市多摩川 5-3-1-506
tel. 042-498-2488
■アンコールクライマーズネット（カンボジア）
Angkor Climbers Net（ACN）
tel. +855-(0)92-336-924, +855-(0)12-1759970
・所在地 （郵便物の宅配は、ありません上記電話番号併記
で局留になります。電話番号の記入がないと届きません。
）
Angkor Climbing Wall （グーグルマップ上の名称です）
Krous village, Svaydoncom communeSiem Reap city,
Siem Reap province, Cambodia
■ email info@angkorclimbers.net

とにかく参加できたことに感謝

Editor’s note

本当はもっとお伝えしなければならないことが山積みです。シェムスタジアムのウォールは、サッカーサブフィールドのた
めに取り外ししました、お台場のグローバルフェスタにご協力ありがとうございました等、いろいろなことがあった今年、と
にもかくにも CCF から選手が国際大会に出られたことだけ、お伝えしたく、縮小版ですが、発行させてください。（Ｃｈｉｍｉ）
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非売品
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