
大会ガイドブック
～出場選手名簿～
ながさき伐木チャンピオンシップ実行委員会

2022ながさき伐木チャンピオンシップ

日時：令和４年１１月１３日（日）８：４５～１６：１０
場所：ながさき県民の森 運動広場

（長崎市神浦北大中尾町693-2）

俺たちが新時代を切り拓く！!
林業のプロフェッショナル ここに見参!!
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ながさき伐木チャンピオンシップは世界伐木チャンピオンシップ（WLC)に独自ルールを加えて、

伐倒、丸太合わせ輪切りの2種目で競われます（WLCはソーチェン着脱、設置丸太輪切り、枝払いを

加えた5種目）。

安全靴・
安全地下足袋

防振手袋

(袖締りのよい服）

作業安全性の違反（チェンブレーキをせずに歩くなど）は、減点（ペナルティ・ポイント）



競 技 の 説 明安全性の
ポイント

技術の
ポイント

５０cm

競技最高点 7７0点

競技最高点 300点

5m先の標柱(目印）にできるだけ接近
して倒せるよう、5分以内に木を伐倒し
ます（5分を超えると減点）。
競技の中で最も配点が高く、安全作業
を意識しながら正確性が求められます。
林業の事故で最も多い“かかり木”を防
ぐことなどを想定して、狙った場所へ
の正確な伐倒技術、伐倒後の退避が重
要なポイントになります。

地面から7°に傾いた2本の丸太を垂直
に上下から切り出し30～80mmの厚さ
に輪切りします。切り出す順番は下側
から半分、残りを上側と順番が決まっ
ており、赤いラインの中で合わせなく
てはなりません。
山という傾斜地では、傾いた状態で木
を輪切りにする作業になりがちの為、
チェンソーの角度を巧みに変えて、丸
太を垂直に切る技術が試されます。
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大会スケジュール(タイムテーブル）
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時間 伐木CS 併催イベント

7:30 実行委員および関係者集合

8:00 ～ 8:30 選手集合（諸注意、安全装具・チェーンソー確認）

8:45 ～ 9:00 開会式

・主催者挨拶

･選手紹介

9:10 ～ 14:40 競技会（伐倒競技 および 丸太合せ輪切り）

9:10 ～ 9:20 伐倒競技（1）
ゴルゴ選手権(5,6)9:20 ～ 9:30 伐倒競技（2）

9:30 ～ 9:35 丸太合せ輪切り（13,14)
9:35 ～ 9:45 伐倒競技（3）

ゴルゴ選手権(17,18)9:45 ～ 9:55 伐倒競技（4）
9:55 ～ 10:00 丸太合せ輪切り（15,16)
10:00 ～ 10:10 伐倒競技（5）

ゴルゴ選手権(9,10)10:10 ～ 10:20 伐倒競技（6）
10:20 ～ 10:25 丸太合せ輪切り（17,18)
10:25 ～ 10:35 伐倒競技（7）

ゴルゴ選手権(21,22)10:35 ～ 10:45 伐倒競技（8）
10:45 ～ 10:50 丸太合せ輪切り（19,20)
10:50 ～ 11:00 伐倒競技（9）

ゴルゴ選手権(1,2)11:00 ～ 11:10 伐倒競技（10）
11:10 ～ 11:15 丸太合せ輪切り（21,22)
11:15 ～ 11:25 伐倒競技（11）

ゴルゴ選手権(13,14)11:25 ～ 11:35 伐倒競技（12）
11:35 ～ 11:40 丸太合せ輪切り（23,24)

休憩

12:10 ～ 12:20 伐倒競技（13）
ゴルゴ選手権(3,4)12:20 ～ 12:30 伐倒競技（14）

12:30 ～ 12:35 丸太合せ輪切り（1,2)
12:35 ～ 12:45 伐倒競技（15）

ゴルゴ選手権(19,20)12:45 ～ 12:55 伐倒競技（16）
12:55 ～ 13:00 丸太合せ輪切り（3,4)
13:00 ～ 13:10 伐倒競技（17）

ゴルゴ選手権(7,8)13:10 ～ 13:20 伐倒競技（18）
13:20 ～ 13:25 丸太合せ輪切り（5,6)
13:25 ～ 13:35 伐倒競技（19）

ゴルゴ選手権(23,24)13:35 ～ 13:45 伐倒競技（20）
13:45 ～ 13:50 丸太合せ輪切り（7,8)
13:50 ～ 14:00 伐倒競技（21）

ゴルゴ選手権(11,12)14:00 ～ 14:10 伐倒競技（22） 丸太合せ輪切り（9,10)
14:10 ～ 14:15
14:15 ～ 14:25 伐倒競技（23）

ゴルゴ選手権(15,16)14:25 ～ 14:35 伐倒競技（24）
14:35 ～ 14:40 丸太合せ輪切り（11,12)

14:40 ～ 14:50 休憩

14:50 ～ 15:50 JLC出場者によるデモンストレーション（5競技）

15:50 ～ 16:10 表彰式（閉会）



出 場 者 名 簿

４

地区 所属（支所名、班名など） 氏名 備 考

県北 平戸市森林組合 須藤 博文

県北 〃 馬場 大佳

県北 長崎北部森林組合 松浦班 末竹 勝吉

県北 長崎北部森林組合 北松班 真弓 孝洋

県央 (株)長崎林業 島原事業所 寺田 伸司

県央 (株)長崎林業 大村事業所 松本 利文

壱岐 壱岐市森林組合 川﨑 尚也

壱岐 〃 長野 竜治

対馬 (有)旭建設 山口 悠平

県央 長崎南部森林組合長崎支所 大山 勇一

県央 〃 鳴神 勇人

県央 長崎南部森林組合諫早支所 松田 幸雄

県央 〃 原口 和弘

県央 長崎南部森林組合大村支所 奥村 侑司

県央 長崎南部森林組合本所 大曲 秀明

五島 五島森林組合本所 片山 英一

五島 五島森林組合上五島支所 倉島 智秀

五島 新上五島町地域おこし協力隊 田代 幸弘 S38.9.5

県央 真樹フォレスト 森山 幸治 S40.5.18

県央 〃 酒井 哲郎

県央 農林技術開発センター 副山 浩幸

県央 東彼杵郡森林組合 前田 翔

県央 東彼杵郡森林組合 俵坂 尚道

対馬 対馬森林組合 久和 英史

※24名 申込順 競技の順番は後日、くじ引きで決定します。


