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 指導委員研修会では「新しい確保器具などの

使用方法の特性について」、遭難対策指導委員会

研修では「レスキュー講習」が開かれ、後日、両

研修会に出席した佐藤誠指導部長より伝達講習会

を開く予定です。 

平成 20 年度第 3 回理事会開催 
7月16日(水)盛岡市見前公民館で１８名が出席

して開催されました。各部からの報告協議は次の

とおりです。 
■指導部  

1) 日山協指導委員会総会（報告） 第 27 回海外遭難対策研究

会・委員総会報告 
2) 日山協遭難対策委員会総会（報告） 
3) 日山協海外遭対研修会・総会（報告） 

6月21日～22日群馬県水上市「土合山の家」

で開催された。研究会では、これまでの海外登山

での遭難は、極言すれば、“救助不能”で処理さ

れるイメージが否めなかったが、近年レスキュー

が活発に行われ救助の成功例も多くなっている。

そのため救助費用も高騰している。費用捻出のた

め山岳保険の認識も新たにする必要がる事から、

事例が紹介された。また、国際部委員総会では、

UIAA（国際山岳連盟）UAAA（アジア山岳連

盟）の現状、山岳スキー選手権、海外登山報奨金

甲府等の報告があった。会議に出席した、 菊池

真市 がビデオも収録しているので興味のある方

は連絡を取っていただきたい。 

4) 沢登り講習会について 
■事業部 

1) 第60回県民体・第1回国体選手選考会報告 
2) 2008第2回ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ･ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙ開催につ

いて 
3) 第1回岩手県ﾄﾚｲﾙﾗﾝﾆﾝｸﾞ大会について 

岩手山焼走り  
■登山普及部 

1) 大仙登山（報告） 
2) 焼石岳・白神山登山中止について 
3) 岩手山八合目非難小屋関係について 
① 2008ボッカ大将（報告） 
② 小屋管理員の募集について 

 ③ 加盟団体週末当番山岳会について 
■選手強化部 岩手県クライミング選手権 

1) 東北総体選手監督の決定について 
6月22日(日)県営運動公園登攀競技場において

岩手県クライミング選手権がエキスパートの部一

般男子5名、少年男子8名、一般女子4名、ジュ

ニアの部男子6名、女子5名、ビギナーの部一般

男子3名、女子１名、中高生男子52名、女子10
名 ８部門、総参加者数94名で開催されました。 

2) 夏休み親子ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ教室について 
3) ｼﾞｭﾆｱｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞの案内について 

■高体連 
1) 県高校総体（報告） 
■事務局 

1) 早池峰山及び薬師岳登山道整備について 
成績は以下のとおりです。  

○エキスパート一般男子 
日山協指導委員会、遭難対

策委員会総会・研修会報告 
1位 室塚  彬（岩手缶詰） 
2位 中島  治（北上川土地改良区） 

6月７日～８日茨城県つくば市「筑波研修セン

ター」で「指導委員会総会・研修会」、6月28
日～29日福井県福井市「県立クライミングセン

ター」で「遭難対策委員会総会・研修会」がそれ

ぞれ開催された。 

3位 亀田みちる（有田屋） 
○エキスパート少年男子 

1位 長谷川慎平（盛岡南高） 
2位 藤原  佑樹（   〃   ） 
3位 三上  誉人（岩手高校） 

○エキスパート一般女子 
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1位 高橋亜也加 加盟団体参加人数 
2位 千葉  貴子（ 巌鷲山岳会 8名 滝沢山岳会 4名 
3位 畠山  千怜（十文字ﾁｷﾝ 盛岡ＲＣＣ 12名 都南山岳会 1名 

○ジュニア男子 アルペンローズ 9名 翌檜山岳会 2名 
1位 小田中奎太（岩手中） 県立山岳部 2名 岩大山岳部 12名 
2位 今川  翔太（山岸小） ツエルト山岳会 3名 盛岡山想会 1名 
3位 宮澤  悠太（岩手中） 日本山岳会 5名 福岡山好会 3名 

○ジュニア女子  
1位 中村  朱（岩大付属小） 

岩手山八合目避難小屋管理当番 2位 千葉  飛鳥（緑ヶ丘小） 
平成20年度の岩手山八合目避難小屋管理は以

下のとおりです。既に協力を頂いた山岳会もあり

ますがよろしくお願いいたします。 

3位 山瀬奈々子（滝沢小） 
○ビギナー一般男子 

1位 前野  大輔 
１ 各一団体４名以上を原則とします。 2位 松田  幸久 
２ 荷上げ、小屋管理全般、清掃等の作業 3位 岩崎  達也 
３ 小屋管理手当10,000円支給 ○ビギナー一般女子 

月  日 当番山岳会 
6/ 7 ～ 6/ 8 全加盟団体（ボッカ大将） 
7/ 5 ～ 7/ 6 巌鷲山岳会 
7/12 ～ 7/13 矢巾山好会 
7/19 ～ 7/20 翌檜山岳会 
7/20 ～ 7/21 都南山岳会 
7/26 ～ 7/27 早池峰山岳会 
8/ 2 ～ 8/ 3 盛岡山想会 
8/ 9 ～ 8/10 アルペンローズ山岳会 
8/16 ～ 8/17 県立大山岳部 
8/23 ～  8/24 和賀町山岳会 
8/30 ～  8/31 釜石山岳会 
9/ 6 ～  9/ 7 盛岡ＲＣＣ 
9/13 ～  9/14 滝沢村山岳協会 
9/14 ～  9/15 北上山岳会 
9/20 ～  9/21 福岡山好会 
9/27 ～  9/28 日本山岳会岩手支部 

10/ 4 ～ 10/ 5 ツエルト山岳会 
10/11 ～ 10/12 巌鷲山岳会 
10/18 ～ 10/19 登山普及部部小屋終い 

1位 松田  希 
○ビギナー中高生男子 

1位 岩井花達也（盛岡工高） 
2位 岩崎  将太（   〃   ） 
3位 白倉  裕也（岩手高校） 

○ビギナー中高生女子 
1位 加藤菜津美（盛岡農高） 
2位 熊谷  彩香（大宮中） 
3位 熊谷  彩芳（盛岡南高） 

 

2008 岩手山ボッカ大将 
6月7日（土）に岩手山八合目避難小屋までの

2008岩手山ボッカ大将が行われました。各加盟

団体の協力で準備した荷物1062kgが全て荷上げ

されました。ありがとうございました。夕刻より

協力のお礼を兼ねた懇親会開かれ、加盟団体間の

交流も深まりました。８日（日）は小屋・トイレ

清掃、煙突交換、水槽のペンキ塗り等の作業をし

登山者の受入準備が整った。の、ボッカの成績及

び加盟山岳会の協力者は以下のとおりです。 
 2008岩手山ボッカ大将結果 
7月の管理員を以下の方に協力いただきまし

た。 
○成年男子 

１位 平野勇太 岩大山岳部 43kg 
山走一男、植田瑞穂、相良徹雄、高橋稔、 ２位 坂下真美 県立大山岳部 40kg 
工藤福治、中村桂悦、阿部定志、高橋時夫 ３位 藤田  智 都南山岳会 39kg 
 ○成年女子 
 １位 蛇口良子 盛岡ＲＣＣ 21kg 
 １位 阿部陽子 日本山岳会 21kg 
 ２位 及川トミ 盛岡山想会 19kg 
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国体東北ブロック大会兼 

第35回東北総合体育大会 

成年女子７年ぶり国体出場 
7月25日（金）～27日（日）に山形県におい

て国体東北ブロック大会兼第35回東北総合体育

大会が開催された。今回よりクライミング（リー

ド競技、ボルダリング競技）のみの競技となった

が、施設整備、講師招聘等強化が実り、少年男子

は圧倒的な強さで２種目１位、成年女子は７年ぶ

りの国体出場権を獲得した。少年女子はミスが響

き国体を逃がした。出場した選手・監督及び成績

は以下のとおりです。 
１ 出場選手監督名 
種別 区分 氏      名 

成年

男子 

監督 畠山    晃（北上山岳会） 

選手 
亀田みちる（有田屋） 
室塚    彬（岩手缶詰） 

成年

女子 

監督 小山  勝稔（翌檜山岳会） 

選手 
高橋亜也加（アツギ東北） 
畠山  千怜(十文字ﾁｷﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ) 

少年

男子 

監督 千葉  真英（盛岡南高校） 

選手 
長谷川慎平（盛岡南高校） 
藤原  佑樹（盛岡南高校） 

少年

女子 

監督 土村  啓明（盛岡南高校） 

選手 
加藤菜津美（盛岡農業高校） 
熊谷  彩芳（盛岡南高校） 

２ 競技成績 
種別 ﾘｰﾄ  ゙ ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸ  ゙ 総合順位

成年男子 ３位 ３位 ３位 
成年女子 ３位 １位 ２位 
少年男子 １位 １位 １位 
少年女子 ４位 ２位 ２位 

 

第 60 回岩手県民体育大会兼第 1
回岩手県山岳競技国体選手選考会 
7月5日～6日県営運動公園登攀競技場におい

て、第60回岩手県民体育大会兼第1回岩手県山

岳競技国体選手選考会が開催された。 
少年男女は今年から県民体より国体予選が無

くなったので別途国体の選手選考会を開くことに

なった。 
大会・選考会に成年男子8チーム、成年女子2

チーム、少年男子35チーム、少年女子5チーム

計50チームで争われた。また、今年から縦走競

技なくなり、ボルダリング競技とリード競技が行

われた。 
競技成績 

種別 順位 リード ボルダリング 

成年

男子

１位 北上山岳会 北上山岳会 
２位 盛岡ＲＣＣ・Ａ 盛岡ＲＣＣ・Ａ

３位 翌檜山岳会・Ａ 大迫山岳会 
成年

女子

１位 大迫山岳会 大迫山岳会 
２位 盛岡山想会 盛岡山想会 

少年

男子

１位 岩手高校Ｅ 岩手高校Ｅ 
２位 盛岡南高校Ｂ 盛岡南高校Ｂ 
３位 岩手高校Ｃ 岩手高校Ｃ 

少年

女子

１位 盛岡農業高校Ａ 盛岡農業高校Ａ

２位 盛岡南高校Ｂ 盛岡南高校Ｂ 
３位 盛岡農業高校Ｃ 盛岡南高校Ａ 

 
 

国体募金のお願い 
山形県で開催された国体ブロック大会で３種

別が国体に出場することになりました。10月に

開催される「おおいた国体」に向け選手・監督は

入賞するため、トレーニングに励んでおります。 
また、「岩手国体」までの計画的・継続的に

選手強化をするためにも強化費の充実が求められ

ています。県体協からの強化費だけでは不足して

おります。募金の協力によろしくお願いします。 
（担当：事務局次長 小山勝稔） 

 
 
今後の予定 
7/23.25.30.8/1 一般ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ･ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙ 
7/25-27 東北総合体育大会 山形県 
7/27 障害者登山協力 八幡平 
8/3 沢登り研修・講習会  
8/6-10 第52回全国高等学校登山大会 

埼玉県 両神山他 
8/9-10 ジュニア登山体験 岩手山 
8/15-17 JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾝﾘﾋﾟｯｸｶｯﾌ  ゚ 富山県南栃市 
8/18-20 日山協ルートセッター研修会 

富山県南栃市 
8/24 国体強化合宿 県営運動公園 
8/31 トレイルランニング大会 焼走り 
9/13-15 中高年安全登山指導者講習会 

群馬県水上市 
9/24 第4回理事会 


