
この度は「第１９回 湯之奥金山博物館杯・砂金掘り大会」にお申し込み頂きあ

りがとうございます。当日の日程、参加費等をお知らせいたします。 

 

参加者氏名：            参加部門 Ｊ＝ジュニア G＝一般部門              

  

参加代金合計：       円参加費：大人（高校生以上）５００円 小中学生 ３００円 

参加費は当日の受付時にお支払ください。できるだけおつりのないようお願い申し上げ

ます。 

上記内容に間違い等ございましたら、お手数ですが当館までご連絡ください。 

また、参加キャンセルの際は、前日までに必ずご連絡ください。 

なお、受付の時間は、９時３０分～９時５０分迄となっておりますので、早めのご

来場をお願いいたします。大会をスムーズに運営するためにもご参加の皆様のご協

力をどうぞ宜しくお願いいたします。 

 

「湯之奥金山博物館杯・第１９回砂金掘り大会」参加要項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和元年７月２７日（土曜日） 
１０時(受付９時３０分)～１５時３０分 

※小雨決行（台風などの悪天候が前日までに予想される場合は、随時、博物館 HP、もーん父

さんツイッター、フェイスブックにて発表致します。） 

 

 

 

 

 

場 所：湯之奥金山博物館 専用駐車場 

主 催：甲斐黄金村・湯之奥金山博物館（身延町教育委員会） 

協 力：湯之奥金山博物館応援団 Au 会、砂金掘り友の会 

高山市おっぱら自然体験センター（タイム計測機器開発） 

協力企業：ダイドードリンコ株式会社（参加賞ドリンク提供） 

景品提供：あおい商店・大野ジュエリー・広瀬商会 

 

競技種目＊ジュニア部門 6kg（小学生～中学生）＊男女一般部門予選 10kg（高校生以上の男女） 

予選上位 20 人が決勝戦 16kg に進出（競技時間はいずれも１０分間） 

＊頂上決戦＝ジュニア部門１位ＶＳ男女一般１位 同士  ５分間/８ｋｇ 

定 員 200名まで（全部門総数） 

※持ち物は特にありませんが、濡れても気にならない服装・履物でお願いいたします。いずれの部門

も博物館指定パンニング皿を使っていただきます。 

 

番外種目  ＊マイパンニング皿部門 ７分間/７kg（だれでも。先着２０名） 

＊フラットパン部門   ５分間/７kg（だれでも。先着１０名） 

 

マイパンニング皿部門（参加資格：Ｍｙ皿を持っている人）・定員 20 名・事前申込者優先、

及び当日参加希望者対象で、定員になり次第、受け付け締め切り） 

※マイパンニング皿部門は、自分のこだわりの皿を、自由に使っていただき競っていただく部門

で、総合優勝戦には関わらない番外種目です。201９年当部門 1位の方には「マイパンニング皿

部門手作りトロフィー」を差し上げます。（要事前申し込み・定員に達していなかった場合は当日

参加可能） 

両大会当日の博物館駐車場は競技会場となるため、両日ともに一般車両の駐車場への
乗入れは禁止とさせていただきます。リバーサイド駐車場(約 50 台)をご利用くださ
い。なお、大会中も一般のお客様がご来館がありますので、大会参加される皆様のご
理解とご協力のほど、お願い申し上げます。 



フラットパン部門・マイパンニング皿部門で２年連続優勝しているフラットパン。マイパンニ

ング皿部門では殿堂入りとし、フラットパン部門としてミニゲームを新設。ディフェンディング

チャンプに勝負を挑め！フラットパンがない方は貸し出します。定員１１名・事前申込者優先、

及び当日参加希望者対象で、定員になり次第、受け付け締め切り） 

※201９年当部門 1位の方にも「フラットパン手作りトロフィー」を差し上げます。（要事前申

し込み・定員に達していなかった場合は当日参加可能） 

 

お楽しみ抽選会：参加受付時、抽選 BOXに名前を入れてもらった人対象（競技選手として参加さ

れる方のみ。同伴者見学者は不可）の、お楽しみ抽選会があります。抽選会は表彰式の最後に行いま

す。抽選会参加希望の方は、受付時にお名前 BOXに名前札を入れてください。 

 

表彰について 
各部門１位～３位までメダルと賞状を授与いたします。また、各部

門１位同士の２人で頂上決戦（８kg/５分 一本勝負）の結果、見事

勝利した人が総合優勝者となり、トロフィー、賞状、そして豪華副賞

には「もーん父さんオリジナルメダル（純銀製金メッキ仕上げ）」が手

渡されます。他にも、パーフェクト賞、キリ番賞、ブービー賞などな

ど。お楽しみに！ 

 小学１年生～３年生までの選手の中で最も上位の 

成績の選手には「特製アクリルメダル」を 

授与いたします！ 

 

【当日のタイムスケジュール】 

※当日の運営状況、また当日の参加者人数変動により試合時間が早まる可能性もあります。おおよその目安です

ので、ご承知置きください。入賞していても、表彰式の時にその場にいない場合は、次点繰り上げ入賞といたし

ますので、是非最後までご参加ください。 

９時３０分～９時５０分  受 付 

１０時００分～１０時２５分 開会式 

（トロフィー返還、主催事務局挨拶、ルール説明、注意事項、デモンストレーション） 

   

１０時２５分～  競技開始 

 （ジュニア・男女一般予選） 

     第１試合：１０時２５分～１０時３５分 

第２試合：１０時４０分～１０時５０分 

第３試合：１１時００分～１１時１０分 

―整備・調整１０分― 

第４試合：１１時２０分～１１時３０分 

第５試合：１１時３５分～１１時４５分 

第６試合：１１時５５分～１２時０５分 

☆☆ 昼 休 憩（25分）☆☆ 

 

１２時３０分～（男女一般予選） 

     第７試合：１２時３０分～１２時４０分 

     第８試合：１２時４５分～１２時５５分 

     第９試合：１３時０５分～１３時１５分 

 

１３時２５分～(ジュニア部門＆男女一般予選 or予備戦） 

第１０試合：１３時２５分～１３時３５分 

第１１試合：１３時４０分～１３時５０分 

―競技フネ・会場整備－(10分間) 

一般部門本戦出場者決定 

１４時００分～Ｍｙパンニング皿部門  

(申し込み先着 20名) ７分間 

 

１４時２０分～（一般部門本戦 15分） 

一般部門本戦：１４時２０分～１４時３５分 

―集計（15分間）― 

 

１４時５０分～頂上決戦（総合優勝決定戦） 

ジュニア部門 1位 VS男女一般部門１位 

（８ｋｇ/５分間 一本勝負） 

―結果発表・表彰準備― 

１５時００分～フラットパン部門(11名先着) 

５分間 

１５時００分～１５時１０分 

 

１５時１５分～  結果発表・表彰式 

フラットパン部門⇒Ｍｙパンニング皿部門⇒ 

パーフェクト賞⇒ジュニア部門⇒男女一般部門⇒ 

総合優勝⇒キリ番賞、ブービー賞、 

☆☆ お楽しみ抽選会 ☆☆ 

       一般大会 終了 

勝者の証！ 

もーん父さん特製メダルのデザイン 



【競技ルール】 

湯之奥金山博物館杯・砂金掘り競技大会は、世界砂金掘り協会のルールに沿って改めた博物館独自ルールに

よって、種目別に２０人一単位グループで競技します。（ただし参加者状況によって一度に競技する人数は変

動します。）会場内に特設された競技フネ（縦 120m ×横 77 ㎝×高 20 ㎝）で、バケツの砂中(部門別 約６～

１６ｋｇ)に混入されている砂金を、制限時間（１０分・※一般部門上位 20 名本戦は 15 分）内に、正確にか

つスピーディに採取する競技です。 

見つけることの出来なかった砂金は１個につき３分のペナルティが加算され、それが自分のタイムとなりま

す。砂金を見つけ出す選鉱パンニング皿は全部門博物館指定パンニング皿を使用していただきます。一般部門

決勝戦ではスチールパンをお使いいただきます。 

ジュニアと男女一般の２部門・上位３名（合計６名）に、メダルと賞状をお渡しいたします。部門１位選手

２名に頂上決戦出場権が与えられ、【８ｋｇ/５分間】の一本勝負を戦い、勝った選手が、2019年・令和最初の

「湯之奥金山博物館杯砂金掘り大会総合優勝者」の栄冠を勝ち取ることが出来ます。 

総合優勝者には“優勝トロフィー＆豪華副賞・もーん父さん純銀製金メッキ仕上げ特製メダル”をお渡しい

たします。なお、トロフィーは持ち回り用と、持ち帰り用がありますのが、差し上げるのはお持ち帰り用トロ

フィーです。 

※総合優勝された方は、翌年大会の参加はもちろん、トロフィー返還式にてご登場いただくので、ご承知置き

ください。 

 

【参加者の皆様へお願いと、競技上の注意事項】必ずご一読ください 
●受付（午前 9時 30分～）した方から、博物館体験室の指定水槽でパンニング練習（無料）が出来ます。たくさ

ん練習されたい方は、午前 8時 30分から練習できますので、早めにおいでください。なお、早めの練習をされる

方も、必ず本部スタッフ、もしくは館内スタッフにお申し出いただき、時間になったら受付をしてください。 

参加代金は受付時にお渡しください。受付時に ダイドードリンコ提供・スポーツドリンクをお渡しいたします

ので、大会中の水分補給をしてください。  

10時からの開会式までに、練習をやめ、必ず会場においでいただき、開会式への出席、ならびに大会ルール説

明をお聞きください。 

開会式終了から自分の競技出場までは、再び体験室にて練習が出来ます。ただし、競技開始以降の練習水槽は

体験室の水槽（中山金山・内山金山・茅小屋金山）３基分のうち「中山金山１槽」のみです。使用したい人は、

必ず水槽担当スタッフにお声掛けいただいてから練習してください。また、館内スタッフの誘導に従っていただ

き、練習で採取した砂金は必ず水槽へ戻してください。 

 

●バケツから皿に移してパンニングした砂（競技フネに流した砂）を、再びパンニングすることは失格行為です。

十分にお気をつけください。（砂金採り体験室とは異なります。） 

 

●制限時間内にバケツの中の砂を全てパンニングし終えることが理想ですが、もし、砂が残っていても、失格で

はなく、タイムアップではありますが、採取数などの記録を残します。 

 

●自分がパンニングし競技終了の際には①～⑤の手順でお願いします。①ストップボタンを押した後、②挙手し

て、③本部計測係に競技終了が分かるようにアクションしてください。その後、④砂金採取ビンを本部に持って

名前を告げてください。本部報告が終わったら、⑤着用ゼッケンを指定場所へ返却してください。 

ゼッケン返却後、アンケート記入にご協力いただき、参加賞をいただいてください。これでまずは終了です。 

※アンケート記入後、小学校の選手には、参加賞プラス“敢闘賞”を差し上げます。 

 

●全体成績が出てから、午後に頂上決戦となります。ジュニア、一般部門の 1 位同士 2 人が、頂上決戦で総合優

勝を競います。各部門、入賞成績は、掲示される順位表を各自ご確認ください。 

 

●本部砂金計測終了後、今大会では採った砂金はそのままご返却いただきます。砂金を頂戴しないことで、参加

費を安価に設定しております。 

 

●当日は、自分の出場する試合の時間を、青いボードに張り出してある日程表と競技順表で確認しておいてくだ

さい。（試合中に次試合目の選手をコールしますので、次試合目出場の選手は、ゼッケン着用の上、控えテント下

に待機していてください。） 

 

※１ 試合の間に本部より、選手コールがありますので、聞き逃さないよう、注意してください。試合直前で、

不在であった場合は“欠場”とみなし、競技スタートしますので、ご注意ください。（待ちません） 

 



※２ 表彰時に特段の理由なく不在だった場合、入賞していても次点繰り上げ入賞となります。表彰式時には会

場周辺においでください。 

 

●選手コール時、該当選手にはゼッケン（赤 1～20or 青１～20）を配布しますので、競技前に着用、競技終了後

は、本部への結果報告時後、速やかに、本部ゼッケン返却スタッフに返却してください。ゼッケン返却時にア

ンケートご協力お願いいたします。アンケート提出時に参加賞をお渡しします。 

 

●オレンジキャップや黒い帽子をかぶってる人は本部スタッフとなります。何か不明な点等ございましたら、 

お気軽にお尋ねください。 

 

●大会スケジュールに昼食休憩時間は設けておりません。昼食は各自ご用意いただき、自分の出場でない時間帯

に、お済ませください。なお、コンビニやスーパーは徒歩圏内になく博物館から最も近い食堂は、下部温泉駅前

の丸一食堂さん(ランチタイム午後 3時迄)です。コンビニやスーパーは、博物館から車で６分ほどの、国道 52号

線沿いにあります。 

 

●受付時に配布したワッペンは、大会当日に限り、博物館内見学無料、砂金採り体験１割引となります。なお、

ワッペンにつきまして、当日の作り替え・修正・変更などは出来ませんので予めご容赦ください。 

 

★★大会終了後のアンケートの皆様のご意見は、次回の大会をよりよいものとしていくための大事なデータとな

っております。終了後のアンケートに是非ご協力ください。アンケートご協力いただいた方には、参加記念をお

渡しいたします。 

 

【競技皿について】 
☆一般部門予選（10kg 砂鉄なし・博物館体験室の皿でパンニング）→予選上位 20 人が、16ｋｇ

の砂の重量で決勝戦として競技する。決勝戦はスチールパン使用、砂 16ｋｇ砂鉄入り。 

使用皿：ジュニア・一般予選共に皿は博物館体験室皿、決勝戦はスチールパン。 

決勝戦 20名のうち、１位から３位の選手が、一般部門の入賞者となります。ジュニア部門は予

選はありません。２部門１位同士の 2人が、頂上決戦で雌雄を決し、2019年総合優勝者が決ま

ります。 

☆マイパンニング皿は、自作・購入品問わず「マイパンニング皿部門」のみで使用可能です。 

☆フラットパンはフラットパン部門のみ、マイパンニング皿部門には参加できません。 

 

【ストップボタンと競技終了合図について】 

☆競技終了の合図とともに選手本人が、タイムストップボタンを押し、パンニング皿を高く上げ

てください。（競技終了の意思を示すアクションとして挙手でも可） 

専用ボタンを自らが押すことで、本部計測係に時間が伝達されます。 

各試合前に、動作環境確認と、ボタンを押す力加減を確認してもらうために、競技位置につい

てから、ボタンを押していただく練習を一度だけいたします。 

なお、勢いよく強く押したりして、ボタンが壊れないように押してください。お願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



一般大会に続け、若者たち！翌日 28 日は、９校の東西の有名校が砂金採り

で勝負！皆さんの熱い声援をお願いいたします！  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全てのお問合せ先…湯之奥金山博物館 TEL 0556-36-0015/ FAX 0556－36－0003 

砂金甲子園！ 第１６回 東西中高交流砂金掘り大会 

７月２８日（日曜日）午前９時～午後１時※小雨開催 

 

2019参加校 灘（兵庫）、開成学園（東京）、大妻女子（東京）、麻布中高（東京）、

桐朋中高（東京）、山梨学院中高（山梨）、明大中野（東京）、逗子開成（神奈川）、

峡南高校（身延町） 
   

午前９時～        出場選手入場 
午前９時１０分～     開会式＆トロフィー返還、競技説明 

９時２０分～１０時００分 団体戦（競技時間 ４０分間） 
 

     １０時１５分～１１時１５分 個人戦（8分×5試合 競技時間 50分間） 
１１時４０分～    結果発表、表彰式 

優勝…賞状、優勝トロフィー、歴代優勝旗授与 
準優勝…賞状、トロフィー 
第３位…賞状、トロフィー 
新人賞…銅メダル授与、最優秀選手賞…金メダル授与 
各校ごと記念撮影 

１１時５０分～      昼食兼、交流懇親会（1時間程度）、アンケート記入 
                学校交流大会 終了 各自解散 


