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検索

平成 20 年度第４回理事会開催
９月 24 日(水)盛岡市見前公民館で○○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) 沢登り講習会（報告）
2) クライミングフェスティバル開催について
3) クライミング認定会開催について
■事業部
1) 2008 第 2 回ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ･ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞｽｸｰﾙ（報告）
2) 岩手県トレイルランニング大会（報告）
3) 第５回ボルダリング大会について
■登山普及部
1) ジュニア登山体験（報告）
2) 岩手山八合目避難小屋管理について
■選手強化部
1) おおいた国体選手監督の決定について
2) H28 岩手国体開催候補地について
3) 第５回ボルダリング大会について
■高体連
1) 岩手県高等学校新人登山大会について
■事務局
1) 国体募金について

○出場選手・監督
・成年男子
選手 長谷川健太（北上山岳会）
坂本 大輔（岩手県山岳協会）
監督 畠山 晃（北上山岳会）
・成年女子
選手 高橋亜也加（岩手県山岳協会）
畠山 千怜（岩手県山岳協会）
監督 小山 勝稔（翌檜山岳会）
・少年男子
選手 長谷川慎平（盛岡南高校）
藤原 佑樹（盛岡南高校）
監督 千葉 真英（盛岡南高校）
○ 大会日程
10/2 受付、監督会議
10/3 成年男子；リード予選・決勝
成年女子、少年男子；ボルダリング予選
10/4 成年男子；ボルダリング予選
成年女子、少年男子
リード予選、ボルダリング決勝
10/5 成年男子；ボルダリング決勝
成年女子、少年男子；リード決勝

国体募金のお願い

第 63 回国民体育大会
おおいた国体の選手決定
10 月２日～５日大分県竹田市で開催される
「おおいた国体」成年男女、少年男子が出場しま
す。リード競技、ボルダリング競技の２種目で入
賞するため、県内強化練習会にコーチを招聘し、
以下の３名の方々に指導していただきました。
東秀礒（国際ルートセッター）
松島暁人（プロクライマー、国際大会多数
出場）
杉田雅俊（2008 日本山岳協会指定Ａ選手）
ルート・課題の設定、国体方式でのボルダリ
ングの練習、国体に向けてのトレーニング方法な
ど助言していただきました。

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。コーチ招聘をして強化選手のレベルア
ップ努めてまいりました。また、未来の選手を育
てるため、ジュニアの大会にも選手を派遣してい
ます。「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）
９月２５日現在 １７０，０００円、８団体
１７名の方から募金をいただいています。
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第５回ボルダリング大会

ジュニア登山体験（報告）

参加者募集
第５回ボルダリング大会を 10 月 26 日（日）
県営運動公園ボルダリングルームにおいて開催し
ます。参加者募集中。参加申込書は岩手県山岳協
会のＨＰに掲載してあります。
セッター 松島暁人
参加料
ジュニア・高校生 2,000 円
一般 2,500 円
ｶﾃｺﾞﾘｰ
ビギナー、ミドル、エキスパート
申込期限 10 月 24 日（水）
日程
受付
8：30
開会式
9：00
競技開始 9：30

スーパーキッズ体験教室
県体協、県教委が進める「いわてスーパーキ
ッズ発掘・育成事業」の体験教室がスタートして
います。クライミングの希望者は体験教室で一番
多い４７名です。
開催日 10 月 12 日（日）
（スパーキッズ以外 10 月 11 日開催）

初冬期研修会・講習会（予告）

登山普及部主催のジュニア登山体験（親子登
山）8 月 9 日-10 日（1 泊 2 日）実施されました。
参加者は３家族９名でほとんどが初心者であった。
8 月 9 日。登山日和、馬返しより八合目避難小
屋まで 5 時間 26 分かけて登った。岩手山頂にも
登り、超豪華な夕食で一日目を終えた。
8 月 10 日。全員で掃除、毛布を干し下山する。
参加者の中には滑りやすい履物、乾きにくい衣類
で参加しているので反省も踏まえ今後に生かした
い。

高校新人登山大会の開催
第 44 回岩手県高等学校新人登山大会が岩手山
を会場に 10 月 9 日から 11 日まで開催されます。
男子隊（学校対抗、チーム対抗）、女子隊の
３隊で行動します。
第１日目 開会式
焼走りキャンプ場～第１噴出口往復
（設営、天気図、炊事等の審査）
第２日目
馬返し登山口→岩手山頂→焼走りキャン
プ場（サブ行動）
第３日目 閉会式

12 月 7 日、鶏頭山を会場に初冬期研修会・講
習会を開催予定です。冬山に入山する方は予定に
入れて参加をお願いします。要項は 11 月にお知
らせします。

岩手山八合目避難小屋管理当番
８月、９月の岩手山八合目避難小屋管理を以
下の方々に協力を頂きました。7 月 24 日の沿岸
北部地震で御蔵石の崩落危険な箇所もあります、
大きな事故もなく推移しています。ご協力ありが
とうございます。
８月の管理員 31 日間
山走一男、佐々木修、山口吉男、川向敏雄、
中道政春、高橋繁、藤原利雄、植田瑞穂、
菊地真市、武田勝栄（10 名）
９月管理員 19 日間
山走一男、植田瑞穂、阿部定志、山口吉男、
中村桂悦、武田勝栄、村上伸男（7 名）

２００８岩手県トレイル
ランニング大会開催される
8 月 31 日(日)岩手山焼走りにおいて、2008 岩
手県トレイルランニング大会が初めて開催されま
した。
曇り空の中、焼走りＳ→上坊登山口→つるは
し→第１噴出口→焼走りＧに男女５種別に一般参
加者を含む 40 名で健脚を競いました。
総合１位に 高橋 良卓（盛岡南高出） が１時
間 14 分 59 秒、予想を上回る好タイムでゴールし
た。
本大会は、初めての運営・開催。コースの下
り、役員配置、緊急対応など大会運営に気を使い
ましたが成功裏に終えることができました。
成績は以下のとおりです。
○一般男子 49 歳以下（19 名）
1 位 1:14:59 高橋 良卓（青森市）
2 位 1:15:09 高橋 伸也（翌檜山岳会）
3 位 1:26:22 渡辺 良平（翌檜山岳会）

－ 2 －

日山協登攀技術に関する指導員の教育
と研修及び主任検定員養成講習会
10 月 25-26 日、上記の研修会・講習会が福島
県あずま総合運動公園で開催されます。受講希
望者は指導部長 佐藤 誠 まで連絡してください。

○一般男子 50 歳以上（3 名）
1 位 1:32:23 藤原 利雄（北上山岳会）
2 位 1:49:31 金田 鉄美（盛岡市）
3 位 2:04:38 千葉 健吉（盛岡山想会）
○高校生男子（10 名）
1 位 1:29:40 見世 剛信（盛岡南高校）
2 位 1:30:03 近藤 竜紀（岩手高校）
3 位 1:30:04 南野 光稀（岩手高校）
○一般女子（4 名）
1 位 1:59:59 平山 順子（盛岡市）
2 位 2:04:46 奥 きぬ子（盛岡市）
3 位 2:08:37 千葉 貴子（盛岡山想会）
○高校生女子（4 名）
1 位 1:52:30 熊谷 彩芳（盛岡南高校）
2 位 2:44:05 須藤あゆ美（盛岡南高校）
3 位 2:44:10 高橋 真理（大迫高校）

文科省 山岳遭難救助研修会Ｂの案内
10 月 22-26 日、上記の研修会開催されます。
受講希望者は事務局まで連絡してください。
会場
文科省登山研修所及び周辺山域
応募資格 山岳協会が推薦するリーダー若しく
はリーダー候補者、高校山岳部顧問
申込締切 10 月 6 日必着

沢登り講習会（報告）
8 月 3 日（土）夏油駒ケ岳「枯松沢」において
沢登り講習会を開催した。講師・諏訪木秀夫以下
９名が参加した（指導員４名、一般５名）。
7:15 夏油温泉出発。13:05 登山道合流。快晴の
空の下、有意義な沢登り講習会であった。
（詳細は別紙報告書）

クライミング認定会開催します
10 月 13 日（月）体育の日、県営運動公園にお
いてクライミング認定会を開催します。同施設を
利用する方は認定証は必要ですのこの機会に取得
してください。なお、7 月 20 日開催した認定会
ではＢ級 26 名、Ｃ級 1 名が認定になっています。
Ａ・Ｂ級認定会（屋外施設） 10：00-12：00
Ｃ級認定会（屋内施設）
13：00-15：00
参加料：一般 1,500 円、学生 1,000 円

今後の予定
10/3-5
おおいた国体
竹田市
10/3-5
高体連登山基礎講習会 焼走り
10/9-11 県高校新人登山大会
焼走り
10/13
クライミングフェスティバル
クライミング認定会
県営運動公園
10/25-26 日山協登攀技術に関する指導員の研修
主任検定養成講習会
福島市
10/25-26 岩手山八合目避難小屋小屋終い
10/26
第５回ボルダリング大会 県営運動公園
11/5
第５回理事会
11/15-16 東北ブロック会議
青森県
東北地区審判会議
11/26
第 3 回部長会

2008 第 2 回クライミング・ボルダ
リングスクール（報告）
7 月 23・25・30 日・8 月 1 日の４日間運動公
園において開催した。講師は小林正洋、高橋亜也
加、受講者は一般 2 名、高校生 6 名の参加であっ
た。Ｂ級認定の希望者は全員合格した。
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