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名誉会員出堀宏明氏 

岩手県教育表彰受章祝賀会 
及びゆめ半島千葉国体報告会開催 
 
平成22年度岩手県教育表彰受章祝賀会及びゆめ

半島千葉国体報告会が、12月18日（土）午後3時
から盛岡市のサンセール盛岡で関係者50名の出席

を頂き盛会裏に開催された。 
当日は、同会場に来ていた岩手県体育協会会長で

もある達増拓也岩手県知事が会場に、お出でくださ

り、受章のお祝いと選手への激励の言葉を頂き会場

が多いに盛り上がった。 

 
祝賀会は、高橋会長から出堀名誉会員の山岳競技、

安全登山、登山を通じての青少年の健全育成、遭難

救助活動等幅広く本県の社会体育の振興に寄与され

ての受章と千葉国体での成年女子（監督：小山勝稔、

選手：畠山千怜・高橋亜也加）のボルダリング準優

勝、リード 7 位の健闘、成年男子（監督：畠山 晃、

選手：長谷川健太・三上誉人）、少年男子（監督：

千葉真英、選手：坂本祐樹・昆修太）少年女子（監

督：土村啓明、選手：熊谷彩香・熊谷遙香）の活躍

が紹介された。 
その後、出堀さんと長年ともに協会運営に汗して

きた盛岡山岳会の高橋和夫氏からお祝いの言葉を頂

き、出堀宏明さんと畠山千怜・高橋亜也加選手に武

田勝栄理事長からお祝いの花束が贈られた。引き続

き、公務多忙のなか出席頂いた協会顧問の滝沢村村

長柳村典秀氏の乾杯で祝宴に入った。 

昨年の少年男子リード種目での優勝に引き続き、

しばらく国体入賞から遠ざかっていた成年女子の今

年の活躍は、選手強化部を中心に地道に強化を積ん

できた成果の一つといえます。年々選手の若年化と

競技レベルが上がっているなかで、二順目岩手国体

へ向けての選手強化は、これからが本番となります。

関係者の皆さんの支援と応援をお願いします。 

 
 

第９回岩手県クライミング 
ビギナーズコンペ開催さる。 

12月26日（日）今年度最後の事業となった第９

回岩手県クライミングビギナーズコンペが北上市総

合体育館室内クライミングボードで選手52人役員

13人が参加して開催された。 

この大会は、小学生から一般までのビギナーを対

象としてクライミングの底辺拡大と普及を目的に毎

年開催されているもので、今年で９回目を迎えた。

セッターは、国体成年女子準優勝の高橋亜也加が担

当。 
午前10時、武田理事長から激励のあいさつで、

少年女子、少年男子の２部門で熱戦が展開された。

少年女子はグレードは１０ｃで一発決勝、滝沢中学

校２年の山瀬奈々子が高校生を抑えて優勝した。 

 
津田小学校６年の山内響 
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少年男子は予選が１１ｄのグレードで４２名中１

０名が完登で決勝へ出場。決勝は１１ｂｃで４名が

完登する混戦模様となった。４名でスパーファイナ

ル、１１ｃｄのグレードで黒沢尻工業高校の田島秦

が完登で優勝した。津田小学校６年の山内響は２位

に入る健闘で会場から大きな拍手が送られた。 
成績は以下のとおりです。 

◇少年男子42名 
1位 田島  秦 黒沢尻工高1年 
2位 山内  響 津志田小6年 
3位 飯塚 拓也 黒沢尻工高1年 
4位 川村 裕紀 黒沢尻工高1年 
5位 坂下 和輝 盛岡南高1年 
6位 宮澤 悠太 岩手中3年 

◇少年女子7名 
1位 山瀬奈々子 滝沢中2年 
2位 藤尾 萌奈 盛岡南高1年 
3位 谷藤恵梨花 盛岡南高1年 
4位 久保さくら 盛岡農高1年 
5位 佐々木那那 盛岡南高1年 
6位 馬場 瑞穂 盛岡農高1年 
 
 

初冬期冬山講習会兼指導員研修会 
三ツ石山で開催。 

八加盟団体指導員等 15名が参加 
本格的な冬山シーズンの到来を迎え、山岳協会恒

例の初冬期冬山講習会兼指導員研修会が去る12月
11日（土）から12日（日）の二日間、裏岩手連峰

三ツ石山で開催された。当日は、北上山岳会の土井

祐之さんと岩手アルペン山岳会の西舘正治さんが講

師を担当。 
11日（土）午前9時15分松川温泉で開講式を行

い、少な目の雪をつぼ足で三ツ石山荘に向う。正午、

山荘着、雪も膝上までとなり訓練には好条件。強風

のなか、ラッセル訓練を行い、三ツ石山頂を目指す。

13時過ぎ山頂到着。低気圧の通過のせいで、立っ

ていられない風の強さである。これも訓練。下山後、

山荘周辺でアバランチトランシーバーを使っての雪

崩遭難捜索訓練を、本番さながらに実施。寒気が身

にしみる午後4時過ぎ、山荘に入る。山荘では、協

会高橋会長も輪に入り岩手アルペーローズ山岳会、

ツエルト山岳会、翌檜山岳会、盛岡山想会、盛岡Ｒ

ＣＣ、巌鷲山岳会、都南山岳会、北上山岳会と県内

各地から集まった参加者が登山技術のこと、次の登

る目標の山のこと、山岳会のあり方等忌憚のない意

見交換と交流を深めた。 

 
今回は、特に人数の割には多くの山岳会と20代

の山男や女性の参加者もあり、中身の濃い講習会と

なった。久しぶりに指導員検定受験者もあり若手指

導員のきっかけになって欲しい。 
 

第 1 回全国高校生 
クライミング選手権報告 

日本山岳協会主催の第1回全国高校生クライミン

グ選手権が12月25日（土）～26日（日）に全国

の高校生が埼玉県加須市民体育館に集合した。本県

から男子が田島蘭（黒沢尻工業高）新道稔（盛岡南

高）女子が熊谷彩香・遙香（盛岡南高）の4名が参

加した。女子が2名とも準決勝に進み、学校団体で

5位に入る健闘をみせた。山口国体に向けいいスタ

ートができた。 
個人順位 

男子（123名） 
田島 蘭 65位、新道 稔 85位 

女子（70名） 
熊谷彩香 14位、熊谷遙香 25位 
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日山協山岳共済事務センター 
平成２３年度定期総会について 

からのお知らせ 
平成23年度山岳共済会・団体傷害保険が、平

成23年度より傷害保険の料率改定（引上げ）及

び本制度の事故の増加に伴い割引率が変更（引下

げ）となったことから、日本山岳協会山岳共済会

の山岳遭難・捜索保険の加入タイプの見直し（保

険料のアップ）を行うこととなりました。 

下記のとおり定期総会を開催しますので加盟団

体代議員の出席をお願いいたします。なお、加盟

団体の会員も傍聴可能ですので多数の参加をお待

ちしております。 

１ 期  日 平成23年2月5日（土）13：30～ 
２ 場  所 岩手労働福祉会館 ℡019-653-8111 
  盛岡市大沢川原2-2-32   山岳登はんコース、軽登山コースともに平成

22年度に比べて約10％前後のアップになるよう

です。 
３ 懇親会 15：00頃より 
  会費 6,000円 

  
経過報告 

日本山岳協会からのお知らせ 
11/17（水） 第5 回部長会 

11/27(土)-28(日)東北ブロック会議 第6回ボルダリング 
12/8(水) 第5 回70 周年記念事業実行委員会 ジャパンカップ長崎大会 
12/11(土)-12(日) 初冬期研修会・講習会 

１ 期 日 平成23年2月26日(土)～27日(日) 
12/18(土) 出堀宏明氏教育表彰受賞祝賀会並びに

千葉国体報告会 
２ 場 所 旧長崎南商業高校体育館 
３ 参加費 8,000 円 12/15(水) 第6 回部長会 
４ 締 切 平成23年2月4日(金)必着 12/26(土) 第9 回クライミングビギナーズコンペ 
５ その他 選手登録が必要です。 1/5(水) 第1 回部長会 

  日山協ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからも申込可能  

 今後の予定 

1/8（土） 名誉会員・顧問懇談会 第49回海外登山技術研究会 
１/15(土) 第1 回常任理事会 １ 期日 平成23年1月30日（日） 
1/19(水) 会計監査 

２ 会場 オリンピック記念青少年総合ｾﾝﾀ  ー
1/22(土) スーパーキッズ 

３ 参加費 2,000 円 
1/26(水) 第1 回評議員会 

４ 締切 平成23年1月20日 1/26(水) 国体選手強化小中高指導者連携講演会 
５ その他 開催要項は日山協ホームページに掲

載しています。 
1/30(日) 海外登山技術研究会 

2/4(金) 県営体育施設使用調整会議 

 2/5(土) 定期総会 

氷雪技術に関する指導員の教育と研修 2/26-27 ボルダリングジャパンカップ長崎大会 

3/19-21 日山協氷雪技術研修及び主任検定養成

講習会 
及び主任検定員養成講習会 

１ 富士山 
  ① 期日 平成23年3月19日(土)～21日(日) 
 

 ② 会場 富士山5合目付近 
 

 ③ 種類 氷雪技術研修及び主任検定員養成講

習会 お詫びと訂正 
協会ニュース166号で第7回ボルダリング

大会の千葉孝子→千葉貴子、強化募金 出

堀明宏→出堀宏明、熊谷浩→熊谷浩志様の

誤りでしたのでお詫びと訂正をいたしま

す。 

２ 八ヶ岳 
 ① 期日 平成23年3月19日(土)～21日(日) 
 ② 会場 南沢大滝、赤岳主稜など 
 ③ 種類 氷雪技術研修のみ 
３ その他 開催要項は日山協ホームページに掲

載しています。 
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