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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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このウォールで最後のコンペ

2010 年 1 月アンコールワットの街シェムリアプに忽然と現れた Angkor Climbing Wall 今でこそグ
ーグルマップで検索できますが、たった 6 日間でこのように建ったカンボジアで初めての人工壁に、コミュ
ーン（集合村）の人たちは大いに驚きました。それから 12 年、お蔭様で Angkor Cup も 11 回目を迎えま
す。ここで育った子供たちが首都のクライミングジムでインストラクターとなり、カンボジア国代表としてア
ジア選手権に出場し、カンボジアクライミング連盟の理事を務めるまでになりました。
今年借地期限を迎えましたが当地の地価上昇には追いつけず、解体し 2 箇所に分散移転いたします。
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CCF 研修会

母校の教壇に立ち講義した講師の二人

恒例となったアンコールカップ前の政府主催研修会、今年の講師はともに座学会場校プレエンコーサ中学校の卒業生、カン
ボジア ACN 代表スムロンの教え子です。ルートセット講師がセイハ、救急法講師がテビー、ともに現在は CCF カンボジア
クライミング連盟の理事でもあります。研修生は主として州内中学校の体育教師、2018 年度から毎年参加している先生方が、
すすんで実演モデルをするまでに成長しました。

The Last Angkor Cup on Angkor Climbing Wall Siem Reap
1 月一杯で立ち退くその前に、2021 年度のカ
ンボジアクライミング選手権大会、（2011 年
の初回から CCF の公認大会という形ではあ
りましたが、ずっと Angkor Cup の名で 12 月
に行なってきた大会）を行ないます。コロナ
禍のため2020年大会が、2021年1月に延期
されていましたので、今回も名称は 2021 年
度大会ですが、2022 年 1 月に行ないます。
カンボジア時間 スケジュール

14 Jan. 2022 8AM Speed Final
2PM Lead ( born 2007 or before )
Top rope ( born 2008 - 2013 )
Qualification
15 Jan. 2022 8AM Lead
and Top rope Final
2PM Bouldering Qualification
16 Jan. 2022 8AM Bouldering Final
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日本でもどうぞ応援してください 14,15,16 日の各イベントのチラシから
14 日 ジャムセッション三鷹

http://xn--xckbj6a9jra6a4gy403a4b6j.com/archives/news/news-3117

真如苑助成 カンボジアクライマー 応援イベント

カンボジアのコンペをいっしょにみよう
1 月１4 日（金）16:00～18:00

ジャムセッション三鷹
ジム利用者は参加無料 お問合せは
ACN 事務局電話 042-498-2488
または email info@angkorclimbers.net
までご連絡ください
その時間は都合がつかないが、別の
所から見てみたいという方がおいで
でしたら、ご連絡いただければ 当日、
時間の少し前に Zoom の招待をお送り
します。
日程 1 月 14 日（金） 午前 スピード
午後 リード
・13 歳以下トップロープ 予選
１月 15日（土） 午前 リード・トップロ
ープ 決勝 午後 ボルダリング予選
１月 16 日（日） 午前 ボルダリング
決勝
午後 閉会式 表彰

15 日 ウエストロック府中

https://www.westrock-climbing.com/event/2022/01/10/3423/

1 月１５日（土）16:00～18:00 ウエストロック府中店 3F
参加無料・出入自由
3 階のスラックラインエリアを、この催しのために 2 時間利用を止めていただいています。受付でことわっていただければ、クライミング
しない方も 3F に上がっていただくことができます。
１月 15 日（土） 午前 リード・トップロープ 決勝
午後 ボルダリング予選 これをご一緒に

16 日 ドッグウッドクライミングジム調布店 http://www.dogwood-climbing.jp/chofu/

1 月１６日（日）午前 10～12 時 ドッグウッド調布店２F
１月 16 日（日） 午前 ボルダリング決勝
当日は、当 NPO 法人代表・佐久平ロッククライミングセンター主宰浅井和英が、カンボジア
国内各地のアウトドアクライミングについてもお話しいたします。

このイベントの参加費は無料、クライミングの休憩時間に見ていただく形で、時
間内の出入りは自由ですが、別途施設使用料が必要です。
初めての方は、年齢によって手続きが異なりますので、
ドッグウッドクライミングジム調布店のウェブサイトをご覧ください
ロックアンドスノー77 号に案内が掲載されたシェムリアプ州内のプンタノン
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From ACN’s Desk：事務局から

・ＮＰＯ法人としての会員は現在 52 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、電話、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

★★★ 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

☆☆☆ 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）

■三菱 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

■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)12-793 221

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 ☆
email
info@angkorclimbers.net

里親基金って誰の里親？

〒182-0025 東京都調布市多摩川 5-3-1-506
tel. 042-498-2488

・人工壁所在地 （この宛名に上記電話番号 092-336924 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。郵便
物の宅配は、ありません）
Angkor Climbing Wall (グーグルマップ上の名称です。3 輪タク
シー PasApp 等はこの名前でウォールに案内してくれます。)
Krous village, Svay Dangkum commune、Siem Reap city,
Siem Reap province, Cambodia

Editor’s note

アンコールクライマーズネットニューズレター 29-号外
特定非営利活動法人アンコール・クライマーズ・ネット
編集人 事務局 伊藤明子
発行 アンコールクライマーズネット（Angkor Climbers Net）
〒182-0025 東京都調布市多摩川 5-3-1-506
tei. 042-498-2488
www.angkorclimbers.net
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