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検索

平成 21 年度定期総会について

おおいた国体
少年男子大健闘
10 月２日～５日大分県竹田市で開催された
「おおいた国体」において、少年男子がリード競
技 ４位、ボルダリング競技 ３位に入賞し競技得
点３３点を稼ぎました。
ボルダリングの決勝は、会場は熱気に包まれ
ていました。上位８チームから４チームに絞られ
ますます会場は盛り上がってきました。決勝ラウ
ンドを長谷川慎平が３位、藤原佑樹が７位、総合
３位の成果を収めました。選手は大声援の飛び交
う会場で戦えてことに非常に満足していると思う。
成績
リード
ボルダリング
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成年男子
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矢羽々昭夫さん文部科学省平成 20
年度｢生涯スポーツ功労者｣を受賞
名誉会員の矢羽々昭夫さんが 10 月 7 日、文部
科学省の平成 20 年度「生涯スポーツ功労者」を
受賞されました。
「生涯スポーツ功労者」は、地域または職場
におけるスポーツの健全な普及及び発展に貢献し、
地域におけるスポーツ振興に顕著な成果をあげた
スポーツ関係者を文部科学省が県教委等の選考を
経て推薦された功労者を表彰している。
つきましては、受賞祝賀会を下記のとおり開
催いたしますので多く方の出席をお願いいたしま
す。（別紙ご案内のとおり）
日 時 平成２０年１２月２３日（火）
午後５時から
会 場 ホテルニューカリーナ
盛岡市菜園 2-6-1
会 費 ８，０００円

平成 21 年 2 月 7 日(土)に岩手労働福祉会館で
平成 21 年度の定期総会を開催いたします。加盟
団体の代議員多数の出席をお願いいたします。
１ 日 時 平成２１年２月７日（土）
１３時３０分より
２ 会 場 「岩手労働福祉会館」盛岡市
３議 事
１）平成 20 年度一般会務報告並びに事業報告
２）平成 20 年度収支決算
３）平成 21 年度運営方針並びに事業計画(案)
４）平成 21 年度収支予算（案）
５）役員改選

平成 20 年度第５回理事会開催
11 月 24 日(水)盛岡市見前公民館で 16 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) クライミングフェスティバル（報告）
2) 初冬期講習会について
3) 冬山講習会について
■事業部
1) 第 7 回ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞｺﾝﾍﾟについて
■登山普及部
1) 岩手山八合目避難小屋終い（報告）
2) 岩手山八合目避難小屋トイレについて
3) 平笠不動小屋～お花畑間標識設置工事
■選手強化部
1) おおいた国体（報告）
2) 第５回ボルダリング大会（報告）
3) 岩手ｽｰﾊﾟｰｷｯｽﾞｸﾗｲﾐﾝｸﾞ体験教室（報告）
■高体連
1) 岩手県高等学校新人登山大会（報告）
■事務局
1) 高体連冬山講習会後援について
2） 平成 21 年度定期総会について
3） 平成 28 年度岩手国体の会場について
4） 東北総体のあり方について
5） 国体募金について
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高校新人登山大会の結果

登山普及部より
１岩手山八合目ひ避難小屋について
１）小屋終いについて
１０月２５日～２６日、登山普及部、加盟
団体１８名にて実施しました。
２）トイレについて
小屋と水洗トイレ間の簡易屋根工事と水洗
トイレ用予備タンクの設置工事が完了しま
した。
２標識設置について
平笠不動小屋からお花畑までの標識の設置
工事が完了しました。

第 44 回岩手県高等学校新人登山大会が岩手山
（馬返し～焼走り）を会場に男子隊（学校対抗１
２チーム、チーム対抗８チーム）、女子隊４チー
ムが参加し１０月９日から１１日まで開催されま
た。
体力・歩行・装備・幕営・炊事・気象・地
形・記録計画・救急・パーティマナー等の審査項
目に若き熱い魂が挑みました。
成績
学校対抗
チーム対抗
女子
１位 黒沢尻工業
盛岡南高校 盛岡南
２位 岩手高校
黒沢尻工業 盛岡農
３位 盛岡南高校
盛岡農業 B1

国体募金のお礼
10 月に開催された「おおいた国体」では皆様
の支援と応援で少年男子がリード競技４位、ボル
ダリング競技３位に入賞しました。ありがとうご
ざいました。今後も「岩手国体」向け選手強化に
努めていきたいと思っております。
強化選手は、来年の新潟国体に向けトレーニ
ングを開始しています。これからも皆様の継続的
な選手の支援をお願いしたいと思います。
（担当：事務局次長 小山勝稔）
１１月２７日現在３００，０００円、１１団
体３１名の方から募金をいただきました。

第７回クライミング
ビギナーズコンペの開催
第７回クライミングビギナーズコンペを１２
月２０日（土）北上市総合体育館で開催します。
１種別
成年男女、少年男女、ｼﾞｭﾆｱ男女
２競技方法
オンサイトリード方式
３表彰
各種別６位まで
※詳細は開催要項のとおり

クライミング認定会
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した。参加者
２８名（一般２６名、高校生２名）で認定結果は
B 級３名、C 級２５名でした。

第５回ボルダリング大会
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行われ
ました。
参加者はジュニア９名、ビギナー３２名、ミ
ドル３３名、エキスパート１７名、県外からの参
加者多数あり合計１０１名で大盛会の大でした。
セッター 松島暁人さんでした。
各カテゴリーの優勝者は次の通りです。
ジュニア 男子
宮澤裕太（岩手中）
女子
中村朱（岩付属小）
ビギナー 中学高校生男子 奥谷光陽（盛南高）
〃
女子 須藤あゆ美（〃 ）
一般男子
滝浦健太（紫波町）
ミドル
中学高校生男子 三浦大和（城西中）
〃
女子 加藤奈津美（盛農）
一般男子
古川工（翌檜）
女子
阿部由美（鹿角市）
ｴｸﾊﾟｰﾄ
中学高校生男子 長谷川慎平（盛南）
一般男子
中島治（北上市）
女子
高橋亜也加（盛岡）

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本県より以下
の３名の方々が研修会に参加してきました。
・参加者 菊地真市、村上伸男、佐藤誠
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（日山協講師６名、参加者 28 名）
・研修内容
制動確保、仮固定、自己脱出、ｶｳﾝﾀｰﾗｯﾍﾟﾙ
新しい確保器について
ガルダーノの使い方

初冬期研修会・講習会の開催
12 月 7 日、鶏頭山を会場に初冬期研修会・講
習会を開催します。
１日程 受付 7:00、開校式 7:30
登山行動 8:00～15:00 閉校式 15:00～
２講習内容
雪中歩行技術、耐寒訓練、、雪崩対策
ザイルワーク、確保技術
３参加料
１，０００円
４申込期限 １１月２８日（金）
今後の予定
12/7
初冬期研修講習会
鶏頭山
12/8/-10 高体連冬山講習会
三ツ石山
12/10
第 5 回部長会
12/20
第 7 回ｸﾗｲﾐﾝｸﾞﾋﾞｷﾞﾅｰｽﾞｺﾝﾍﾟ 北上市
平成 21 年度
1/7
第 1 回部長会
1/14
会計監査
1/21
評議員会
2/7
定期総会
2/13-15 東北高体連顧問研修会 南蔵王
2/21-22 冬山講習会
鶏頭山
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