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岩手高校 縦走 初優勝
インターハイ登山競技

検索

１１年ぶり全種別
国体出場を決める
平成 21 年度国体東北ブロック大会兼第 36 回東北総

７月 31 日から８月３日まで兵庫県の氷ノ山などで

合体育大会が青森県新郷村「間木ノ平グリンパーク・

競技した全国高校総合体育大会で岩手高校が縦走種目

クライミングウォール」で７月 24 日から 26 日にかけ

で初優勝した。

て小雨と蒸し暑さので開催された。安定した登りでガ
ッチリと国体出場権を獲得した。成年男女、少年男女
揃って出場するのは神奈川国体以来 11 年ぶりである。
◆出場選手監督
成年男子 選手 長谷川健太 （岩手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）
亀田みちる （
監督 畠山 晃

〃

）

（北上山岳会）

成年女子 選手 高橋亜也加 （岩手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）
畠山 千怜 （

〃

）

監督 小山 勝稔 （翌檜山岳会）
少年男子 選手 藤原 祐樹 （盛岡南高校）
三上 誉人 （岩手高校）
監督 千葉 真英 （高体連登山部）
少年女子 選手 熊谷 彩芳 （盛岡南高校）
熊谷 彩香 （

〃

）

監督 土村 啓明 （高体連登山部）
◆成績
種別

リード

ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ

総合

成男

１

２

２

成女

２

２

２

少男

１

１

１

少女

２

２

２

協会名誉会員、顧問の委嘱について
5 月 20 日の理事会で、新たに協会名誉会員とし
て元県協会会長の出堀宏明氏（盛岡山想会）を名誉
会員に、顧問に角掛喜美夫氏（滝沢村山岳協会）、
工藤洋司氏（岩大山の会）、小泉昌弘氏（盛岡山想
会）か推挙されそれぞれ、会長より委嘱しました。

－ 1 －

◇ 一般女子

‘09 岩手県トレイルランニング
大会（箱ヶ森）開催する
7 月 12 日盛岡市の繋温泉箱ヶ森周回コースで 2 回目
となるトレイルランニング大会が開催された。当初警
察の許可がなかなか下りず開催が危ぶまれていました
が、事業部の頑張りで開催にこぎつける事が出来た。
この大会は、国体改革で縦走競技の廃止等で基礎体

1位

三上 牧子 2：17：30

2位

奥 きぬ子 2：18：10

3位

女鹿 裕子 2：23：46

4位

天沼 洋子 2：32：34

5位

根本 真弓 2：38：34

◇ 高校女子

力の低下や協会の組織強化等を目的に、昨年度の「岩
手山焼走り大会」に引き続いて開催されたもので、心
配された雨もなく、出場選手 68 名、役員 52 名で開催
することが出来た。梅雨のさなか蒸し暑く、制限時間
が３時間と厳しい中での競技でしたが、52 名が制限時

1位

熊谷 彩芳 2：12：56（盛岡南高 3 年）

2位

吉田 遥

3位

須藤あゆ美 2：48：26（盛岡南高 2 年）

4位

中嶌 愛実 2：53：01（盛岡南高 1 年）

2：18：10（盛岡南高 1 年）

第 61 回岩手県民体育大会
第 2 回岩手県山岳競技国体選手選考会

間内に完走し満足感に浸っていました。完走率 76.5％。
トップでゴールしたのは、高橋伸也（翌檜山岳会）さ

第 61 回岩手県民体育大会及び第 2 回岩手県山岳競

ん、１時間 30 分 56 秒で初優勝でした。
トップゴールした高橋伸也選手、5 位の渡辺良平選

技国体選手選考会が 7 月 4 日、5 日の両日、県営運動

手、一般男子(50 歳以上)の藤原利雄選手は、２月の秋

公園登攀競技場で開催された。県民体には成年男子 6

田全日本山岳スキー選手権大会で、成年、青年、熟年

チーム、成年女子 2 チーム。国体選手選考会には高校

の部でそれぞれ優勝しています。

男子 29 チーム、高校女子 5 チームが参加。開始式を、
県身障者体育館で行い、1 日目、リード競技が２日目
には、ボルダリング競技で熱戦が繰り広げられた。
リード、ボルダリング競技となって、成年男子北上
山岳会、成年女子大迫山岳会が両競技とも、2 連覇で
ある。今回のセッターは神奈川県在住の長谷川慎平君
が担当。グレードの高い設定での競技となった。大会
結果は、次のとおりです。
7 月 24 日から 25 日にかけて青森県南郷村で開催さ
れる東北総体山岳競技選手が選考されました。

◇ 一般男子（49 歳以下）
1位

高橋 伸也 1：30：56

2位

藤原 孝志 1：32：08

3位

疋田 敏幸 1：37：15

4位

松村 康志 1：38：36

5位

渡辺 良平 1：40：18

◇ 一般男子(50 歳以上)
1位

藤原 利雄 1：55：43

2位

近藤 修三 1：57：10

3位

佐藤 誠

1：58：23

4位

玉澤 誠

2：02：02

5位

金田 鉄美 2：14：30

◇ 高校男子
1位

藤原 祐樹 1：42：18（盛岡南高 3 年）

2位

村岡 生望 1：47：16（盛岡農高 2 年）

3位

南野 光稀 1：55：56（岩手高校 2 年）

4位
5位

（3 課題目を登る、成年女子 畠山千怜選手）
◇ 県民体育大会成績
・成年男子
リード競技

ボルダリング競技

1位

北上山岳会

北上山岳会

松坂浩太郎 1：59：30（盛岡農高 1 年）

2位

大迫山岳会

盛岡ＲＣＣ

関畑 貴志 1：00：43（盛岡南高 2 年）

3位

翌檜山岳会Ａ

翌檜山岳会Ａ
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・成年女子

・ビギナー女子一般（1 名）
リード競技

ボルダリング競技

1位

大迫山岳会Ｂ

大迫山岳会Ｂ

2位

大迫山岳会Ａ

大迫山岳会Ａ

3位

盛岡山想会

盛岡山想会

1位

和田 周子

・ビギナー男子一般（1 名）
1位

伊藤 圭

・ビギナー女子高校生以下（10 名）

◇ 国体選手選考会成績
・少年男子

1位

熊谷 彩芳（盛岡南高校 3 年）

2位

熊谷 彩香（盛岡南高校 1 年）

3位

熊谷 遙香（

〃

）

リード競技

ボルダリング競技

1位

盛岡南高校Ｂ

盛岡南高校Ｂ

2位

岩手高校Ａ

岩手高校Ａ

1位

山内 響 （津志田小 5 年）

盛岡南高校Ａ

2位

近谷 海 （城西中 3 年）

2位

坂本 裕樹（黒沢尻工業高 2 年）

3位

黒沢尻工業高校Ａ

・ビギナー男子高校生以下（42 名）

・少年女子
リード競技

ボルダリング競技

1位

盛岡南高校Ｂ

盛岡南高校Ａ

2位

盛岡南高校Ａ

盛岡南高校Ｂ

3位

盛岡農業高校

盛岡第一高校

岩手県ボルダリング選手権大会
兼新潟国体岩手県予選会
3 月 22 日県営運動公園ボルダールームにおいて岩

◇ グレード

手県ボルダリング選手権大会兼国体予選会が開かれた。

・ リード競技

４部門 13 種別に 92 名が出場。新潟国体の出場をかけ

Ａルート（左） １２ａ（成男女、少男）

ての戦いがスタートした。上位入賞者は以下のとおり

１０ｂ（少女）

です。
・エキスパート女子一般（2 名）

Ｂルート（右） １２ｂ（成男女、少男）
１０ｂ（少女）
・ ボルダリング競技
少年男子予選

３、５、１、４、６級の５課題

少年女子

７，６，６，５級の４課題

成年女子

2/3、２、1/2、1/2 級の４課題

1位

高橋亜也加（岩手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）

2位

立花 里実（岩手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）

・エキスパート男子一般（14 名）

少男決勝・成男 2/3、１、1/初、1/2 級の４課題

1位

長谷川健太（岩手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）

2位

高橋 慶

3位

加藤 毅

・エキスパート男子高校生以下（6 名）

第２回岩手県クライミング選手権大会
兼新潟国体岩手県予選会
6 月 28 日県営運動公園登攀競技場において第 2 回
岩手県クライミング選手権大会兼国体予選会がリード

1位

藤原 佑樹（盛岡南高校 2 年）

2位

三上 誉人（岩手高校 2 年）

3位

川本 稔 （盛岡南高校）

・ミドル女子一般（2 名）

種目で開かれた。立木孝明さんがセットしたルートに

1位

森 智子

74 名が挑んだ。上位入賞者は以下のとおりです。

2位

和田 周子

・エキスパート女子一般（2 名）

・ミドル男子一般（15 名）

1位

千葉 貴子（盛岡山想会）

1位

千葉 健吉（盛岡山想会）

2位

高橋亜也加（岩手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）

2位

畠山 晃 （北上山岳会）

3位

吉田 直

・エキスパート男子一般（5 名）
1位

長谷川健太（岩手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）

2位

亀田みちる（岩手ｸﾗｲﾐﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ）

3位

古川 工 （翌檜山岳会）

・ミドル女子高校生以下（6 名）
1位

・エキスパート男子高校生以下（13 名）

熊谷 彩香（大宮中 3 年）

2位

熊谷 彩芳（盛岡南高校 2 年）

3位

熊谷 遥香（大宮中 3 年）

1位

三上 誉人（岩手高校 3 年）

2位

藤原 佑樹（盛岡南高校 3 年）

1位

高橋 祐樹（盛岡農業高校）

3位

三浦 大和（城西中 3 年）

2位

高橋 尚也（岩手高校）

・ミドル男子高校生以下（20 名）
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3位

村岡 生望（盛岡農業高校）

残雪期講習会兼指導員研修会
秋田駒ケ岳で開催

・ビギナー女子一般（1 名）
1位

千葉 貴子（盛岡山想会）

当初 5 月 12 日、13 日開催予定であったが、道路
工事の関係で 5 月２3 日、２4 日の両日開催。指導
員等 14 名の参加のもと中身の濃い研修となった。
5 時森山荘を出発、ガス状態の天候のため、横長
根斜面の残雪を利用し、佐藤誠指導部長、佐藤浩副
部長の講師陣により、キックステップ等の基本技術
からスタンデングアックスビレイ等実践的な研修を
行い、予定通り正午前には、下山、高橋会長の挨拶
及び講師陣の講評を頂き無事終了した。
参加者 佐藤（誠）、佐藤（浩）、高橋（時）、
中道、及川、西舘、荒川、桑原、渡辺美智子、
小松、武田、畠山（百）、斉藤（ま）

・ビギナー男子一般（3 名）
1位

早坂 郷

2位

松尾 隆久

3位

伊藤 陽介

・ビギナー女子高校生以下（2 名）
1位

前田 友絵（盛岡第一高校）

2位

五日市るな（盛岡第一高校）

・ビギナー男子高校生以下（13 名）
1位

熊谷 恍希（津志田小 5 年）

2位

坂本 裕樹（黒沢尻工業高 1 年）

2位

吉田慎之佑（盛岡第一高校）

・ジュニア女子（2 名）
1位

山瀬奈々子（滝沢小）

2位

千葉 飛鳥（緑ヶ丘小）

‘09 ボッカ大将
小松渉君（RCC）が５７ｋｇ

・ビギナー男子高校生以下（6 名）
1位

宮沢 悠太（岩手中）

2位

高田 青空（上田中）

山開きを控えた 6 月 13 日に開催。今年の荷上げ総重

2位

山内 響 （津志田小）

量９８１kg 準備した荷上げ品を 13 加盟団体、総勢 55

恒例の岩手山ボッカ大将（歩荷大将）は、岩手山の

名の協力得て全て上げることが出来ました。
翌 14 日、小屋清掃、トイレ清掃等を行い受け入れ

矢羽々昭夫名誉会員
瑞宝双光章受賞おめでとうございます

準備することができました。ありがとうございました。
◇ ボッカの結果

矢羽々昭夫名誉会員が春の叙勲で瑞宝双光章を受賞

男子： 小松

されました。受賞を祝い 7 月 20 日、盛岡グランドホ

涼（盛岡 RCC） 57ｋｇ

藤原 利雄（ツエルト） 52ｋｇ

テルにおいて祝う会が、奥様の京子様もご臨席になり、

渡辺 良平（翌檜）

教育、山岳関係者等 151 名の出席のもと、盛大に開催

45ｋｇ

女子： 白沢 友紀（岩手大学） 21ｋｇ

され先生の、叙勲受賞を祝福しました。

齊藤 愛砂（巌鷲）

16ｋｇ

畠山まり子（ｱﾙﾍﾟﾝﾛｰｽﾞ）15ｋｇ

工藤洋司氏・浅沼利一郎氏「岩手県体
育協会功労賞」千葉富夫氏、熊谷浩志
氏「日体協公認スポーツ指導者表彰」
の祝賀会開催

国体等競技力向上
強化対策募金のお願い
協会では、国体等競技力向上強化募金のお願いをし

さる 6 月 21 日（日）ホテルメトロポリタン盛岡で、
４氏の受賞祝賀会が開催され様々な行事が重なるなか、

ています。平成 26 年の二順目国体も内々定し、新た

50 名の関係者の出席をいただき受賞を祝った。

な競技種目としてスタートして 2 年目、リード、ボル

冒頭、高橋協会会長から４氏の功績の紹介や慰労の

ダリング競技の強化に力を入れています。今年は、長

言葉が述べられ、斉藤善也参与会長の祝辞、花束の贈

谷川慎平君が、世界ユースに、藤原祐樹君がアジアユ

呈、4 氏の挨拶そして協会顧問の柳村典秀滝沢村長の

ーアジアユースの日本代表に選ばれ、また東北総体で

乾杯で懇親に入った。参加者から長年にわたる安全登

は、11 年ぶりに、全種目国体出場権を獲得するなど、

山指導への感謝や協会運営への慰労、地域体育への貢

着実に地力をつけてきています。ついては、みなさん

献等現在でも現役として第一線で活躍している受賞者

の強化募金へのご協力をお願いします。

への感謝が述べられ、予定時間を越える盛り上がりの

1 口 5,000 円（1 口以上の募金をお願いします。）

なかお開きとなった。

振込み口座

岩手銀行北上支店普通 2070130

岩手県山岳協会選手強化部 中村浩之

受賞、おめでとうございます。

－ 4 －

第 1 回常任理事会
4 月 9 日第 1 回常任理事会を開催する。

・8/2 沢登り・岩登り講習会兼研修会について
・8/8-9 岩手山ジュニア体験登山について

協議・報告事項

・8/14-16JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会について

・2/22 ボルダリング選手権報告

・国体等競技力向上強化対策募金について

・3/15 日山協臨時総会報告
・4/29 クライミング認定講習会について

経過報告

・5/3-4 岩手山八合目避難小屋開けについて

3/15
3/18
3/22
4/5
4/11
4/9
4/13

・6/1 岩手国体準備委員会第 3 回総会報告

日山協臨時総会
東京都「婦人会館」
第 3 回部長会
見前地区公民館
岩手県ﾎﾞﾙﾀﾞﾘﾝｸﾞ選手権 県運動公園登攀競技場
日山協競技委員会総会
選手強化部長
指導員総会
盛岡市「三寿司総本店」
第 1 回常任理事会
見前地区公民会
県体協役員選考委員会 県体協会議室 会長
選手強化費要望書提出
4/23 県体協理事長等強化担当者会議 ｻﾝｾｰﾙ盛岡
4/29 クライミング認定講習会 県営運動公園登攀競技場
4/29 鞍掛山自然ビジターセンター開所式
会長
5/3-4 岩手山八合目避難小屋開け
5/9-10東北六県協議会(山形県) 会長他 3 名
5/23-24 残雪期講習会兼指導員研修会 秋田駒ケ岳
5/13 県体協評議員会報告
鈴木副会長
5/17 日山協通常総会
東京 会長
5/20 第 2 回常任理事会
見前地区公民館
5/22 県体協第 2 回理事会
理事長
5/29-31 高体連基礎講習会
岩手山
6/1
岩手県国体準備委員会総会 盛岡市 会長
6/5-7 県高校総体登山競技
岩手山
6/7-8 日山協指導員委員総会 つくば市 指導部長
6/28-29 日山協遭難対策委員総会 福井県 指導部長
6/13-14 ボッカ大将
岩手山
6/13-14 日山協指導委員会総会
指導部長
6/16 三浦典男氏告別式
会長他
6/17 第 3 回常任理事会
見前地区公民館
6/19 県体協理事長
6/20-21 日山協国際部委員総会・海外登山遭対研究会
福井県 指導部長
6/21 工藤洋司氏、浅沼利一郎氏｢県体協功労賞｣
千葉富夫氏、熊谷浩志氏「ｽﾎﾟｰﾂ指導者表彰」
受賞祝賀会
メトロポリタン盛岡
6/27-28 日山協遭難対策委員会総会・研修会 指導部長
6/28 岩手県ｸﾗｲﾐﾝｸﾞ選手権 県運動公園登攀競技場
7/1
岩手山山開き

・6/5-7 県高校総体登山競技報告

7/4-5

・5/9-10 残雪期講習会について
・6/5-7 県高総体について
・6/1-14 ボッカ大将について
・7/4-5 県民体について
・トレラン大会について
・名誉会員及び顧問の推薦について

第２回常任理事会
5 月 20 日第 2 回常任理事会を開催する。17 名参加
協議・報告事項
・4/29 クライミング認定報告
・5/9 東北六県協報告
・5/13 県体協評議員会報告
・5/17 日山協通常総会報告
・5/24KAZO クライミングカップ報告
・6/13-14 ボッカ大将について
・6/21 県体協功労賞・スポーツ指導者受賞祝賀会
・6/28 クライミング選手権について
・7/4-5 県民体について
・岩手山八合目避難小屋管理員募集について
・岩手山八合目避難小屋管理当番について
・7/17-19 富士登山募集について
・7/24-26 東北総体競技役員について
・8/8-9 岩手山ジュニア体験登山募集について

第３回常任理事会
6 月 17 日第 3 回常任理事会を開催する。19 名参加
協議・報告事項
・5/22 県体協第 2 回理事会報告
・5/23-24 残雪期講習会報告

・6/13-14 日山協指導委員会総会報告

第 61 回県民体兼 2 回国体予選会
県運動公園登攀競技場

・6/13-14 ボッカ大将報告

7/12

・6/28 クライミング選手権大会について

7/11.18.20.23 夏休み親子クライミング教室

・7/12 トレラン大会について

7/17-19 富士山登山（登山普及部担当）

・7/19 クライミング認定会について

7/20

・7/17-19 富士山登山について

7/24-26 第 36 回東北総合体育大会 青森県新郷村

・7/24-26 東北総体選手監督について

7/31-8/4
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‘09 トレイルランニング大会 箱ガ森

矢羽々昭夫氏瑞宝双光章受賞祝う会
2009 近畿まほろば高校総体

8/2

沢登講習会研修会

夏油牛形山うしろ沢

今後の予定
8/8-9

岩手山ジュニア体験登山

8/14-16 JOC ｼﾞｭﾆｱｵﾘﾝﾋﾟｯｸｶｯﾌﾟ大会
9/2

富山県南砺市

第 4 回常任理事会
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