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ときめき新潟国体で 
少年男子リード競技初優勝 

10月3日から5日にかけて新潟県上越市で開催

されたときめき新潟国体山岳競技に、全種別にフル

エントリーした岩手県選手団は、少年男子（藤原佑

樹君（盛岡南）、三上誉人君（岩手高校））がリー

ド決勝で逆転優勝、ボルダリングでもメダルこそ逃

したものの4位入賞を果し、天皇杯得点でホッケー

の52点に次ぐ二番目となる39点を稼ぎ、低迷気味

の岩手県選手団の中で健闘した。なお成績は次の通

り。 

入賞を目指し、ジュニアオリンピック優勝で弾み

をつけて臨んだ長谷川健太、慎平兄弟チームは、国

際レベルの選手をそろえた他県チームの前に涙を呑

んだ。しかし、確実に力をつけており今後の活躍が

期待される。また、成年女子、少年女子についても

昨年を上回る成績を残しており、来年に向けて少し

ずつ展望が開けてきた。 

会場には、選手の

の家族をはじめ、高

高橋会長、武田理事

事長、佐藤指導部長

長らが応援に駆けつ

つけ声援を送った。 

 今回優勝した、少

少年男子（藤原佑樹

樹君（盛岡南）、三

三上誉人君（岩手高

高校））には、11月

月3日岩手日報社から日報体育賞が授与されました。

三上誉人君は、インターハイ縦走の部優勝とダブル

受賞となった。なお、競技団体別で、山岳は、ホッ

ケーの52点に次いで2位の得点で、3位がスキー

35 点、4 位ウエイトリフテング 33 点と続いている。

加盟団体はじめ多くの皆さんからの声援と選手強化

募金などご協力を頂いたおかげです。ありがとうご

ざいました。今後もよろしくお願いします。 
 

第6回ボルダリング大会 
97名の参加者で賑わう 

第6回を迎えた、岩手県ボルダリング選手権大

会は、10月25日（日）盛岡市の県営登攀競技場ボ

ルダリング施設で開催された。秋晴れの晴天に恵ま

れ、リズミカルな音楽が響く中、宮城、秋田からの

参加者を含む95名が出場して開催された。ルート

セッターは、ワールトカップ参戦の我が国のトップ

クライマーの一人でもある千葉県の渡辺数馬さんが

担当。9時から午後3時まで熱戦が繰り広げられた 
エキスパートでは、国体優勝組の藤原、三上が1

位、2位となり、女子も国体組の活躍が目立った。

しかし、ジュニアの部には、小学生、中学生の参加

もあり今後の成長が期待される。 
宮城から出場した中学生三浦絵里菜さんの活躍

が目立った。 
順位

種別
1位 2位 3位 

ジュニア 
男/中学生以下 松村大地 田口智之  
ビギナー 

男/高校生以下 新道  稔 依田祐亮 昆  健太 
ビギナー 
男/一般 工藤智彦 高村光昭 渡辺  祐 
ビギナー 

女 高校生以下 五日市るな 高橋  萌  
ビギナー 
女 一般 久保康子   
ミドル 

男 高校生以下 熊谷洸希 村岡生望 小林浩平 
ミドル 
男 一般 七木田巧也 高村和佳 吉田  直 
ミドル 

女 高校生以下 山瀬奈々子 熊谷彩香 熊谷遥香 
ミドル 
女 一般 高橋真由美 千葉貴子 森  智子 

エキスパート 
男 高校生以下 川本  稔 松坂浩太郎 昆  脩太 
エキスパート 

男 一般 藤原佑樹 三上誉人 坂本大輔 
エキスパート 

女 一般 高橋亜也加 三浦絵里奈  

種別 監督 選手 リード 
ボルダ

リング

成男 畠山 晃 
長谷川健太 
長谷川慎平 

14位 16位 

成女 小山勝稔 
高橋亜也加 
畠山 千怜 

10位 13位 

少男 千葉真英 
藤原 佑樹 
三上 誉人 

1位 4位 

少女 土村啓明 
熊谷 彩芳 
熊谷 彩香 

14位 14位 
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岩手県山岳協会創立７０周年 

去る10月17日、18日の両日にわたり冬期間の入

口以外の戸締り、毛布を始めとする備品の整理整

頓、薪が少なく

なったため、薪

の荷揚げもヘリ

の協力で無事終

記念事業準備委員会設置 
 
1941年（昭和16年７月）創立の岩手県山岳協会

は、2011 年（平成 23 年）創立 70 周年を迎えます。

岩手県山岳協会は、わが国の都道府県山岳団体のな

かでも、早期に設立され、その後結成された日本山

岳協会の設立等に先導的役割を担いました。70周

年という大きな節目の年にあたり、記念事業を実施

し、協会発展を支え、ともに歩んできた加盟団体や

協会発展に尽くされた多くの先人、先輩諸氏に敬意

と感謝を捧げるとともに、今後の飛躍発展につなが

る事業の実施に向け、その準備段階としてスタート

しました。 

◇準備委員会の構成 

顧問に、矢羽々昭夫、出堀宏明各名誉顧問 

準備委員長：高橋時夫 

副準備委員長：千葉 仁、鈴木主計、藤原利雄、 
了

とが出来ました。 

。 

11月3日に

予定していた水

洗トイレ、水道、トイレと山小屋の渡り廊下の屋根

の撤収は、突然の初雪の到来で急きょ10月31日、

登山普及部と巌鷲山岳会の協力で完了しました。協

力頂いた皆さんご苦労さまでした。また、春以来、

常駐管理、ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、荷揚げ等と加盟団体会員の皆さ

ん、協会役員の皆さんの協力で小屋管理も順調に進

み無事今シーズンを終えるこ

武田勝栄 

準備委員：佐藤俊一、小野寺訓、小山勝稔、 

遠藤敏英、佐藤 誠、植田瑞穂、 

畠山 晃 

◇事業分担  

・総    務：式典、祝賀会、表彰、グッズ製作、

山岳関連資料収集、その他 

・記念山行：国内登山、海外登山、トレッキン

グの企画検討 

・記念誌編纂 
本当にご協力ありがとうございました。来シーズ

ンも宜しくお願いします。 
◇経過 

1941.7.12（S16）岩手県山岳協会創立 
 1981.3 創立４０周年の歩み発刊 

協会顧問四戸寛次郎氏 1991.11.9 創立５０周年記念式典、祝賀会 
盛岡市市勢振興功労表彰受賞   154名 国保会館  

当協会顧問で、元副会長の盛岡ＲＣＣの四戸寛

次郎氏が盛岡市市勢振興功労表彰を受賞され、11

月3日盛岡市中央公民館で授賞式が行われ、当協会

顧問でもある谷藤裕明盛岡市長から表彰状が授与さ

れました。四戸さんは、長年にわたり盛岡市山岳協

会会長として市民登山や南八幡平遭難対策委員会盛

岡救助隊長として山岳遭難事故防止等多方面にわた

り市民の社会体育などの振興発展に尽力され市勢発

展に貢献されました。授賞式には、協会から来賓と

して武田理事長が出席し共に受賞を祝いました。お

めでとうございます。 

2001.11.10 創立６０周年記念式典、祝賀会 

 具体的、内容等については、今後準備委員会等で

検討を重ね、実行委員会と段階をあげ加盟団体の皆

さんの協力を頂きながら進めていきます。 

 

岩手山八合目小屋仕舞い 

冬支度を終える 
  
6月13日の岩手山小屋開きボッカ大将での荷揚げ

等で始まった今年の岩手山八合目避難小屋の管理も、

加盟団体をはじめ多くのボランティアの協力のおか

げで無事、小屋仕舞いとなりました。 
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５ 参加料 ①加盟団体  成年2,000円、少年1,000円 
開聞岳、霧島山登山 

  ②一般 成年2,500円、少年1,500円 
１ 期  日 11月26日（木）～29日（日）   ③小中学生 500円 
  8：40 花巻空港集合  
２ 日  程  初冬期登山講習会兼研修会 

 11/26 花巻空港集合発→鹿児島空港着→鹿児

島市内泊 
下記の要領で実施しますのでお知らせします。 

１ 期 日 平成21年12月13日（日） 
11/27 鹿児島市内発→韓国岳登山→高千穂峰

登山→霧島温泉泊 
２ 山 域 花巻市大迫町「鶏頭山山域」 
３ 講習研修内容  雪中歩行技術、耐寒訓練、確保技術 

11/28 霧島温泉発→開聞岳登山→指宿温泉泊 
   ロープワーク、雪崩対策（氷雪ﾚｽｷｭｰ等） 

11/29 指宿温泉発→鹿児島市内観光→花巻空

港着解散 
４ 申込み 11月27日（金） 
  〒020-0841盛岡市羽場14-53-8 佐藤 誠 

３ 参加費 125,000円 
５ 参加料 一人1,000円 

４ 募集人員 20名（最低催行人員12名） 
６ その他 山岳保険に加入していること。 

５ 募集〆切 11月9日（月） 
 

６ その他 交通事情、登山中の天候により日程の

変更があります。 冬山講習会兼研修会 
 

下記の要領で実施しますのでお知らせします。  
１ 期 日 平成22年2月20日（土）－21日（日） 

日山協競技委員会ブロック別研修会開催 
 ２ 山 域 川井村大峠の滝 

国体山岳競技の審査・運営にあたる審判員の養成

と資質向上を図るため、運営員の認定研修、運営研

修及びクライミング競技C 級審判員認定研修が開

催されます。 

 R106道の駅「やまびこ館」17：00受付 
３ 講習研修内容   

アイスクライミングにおける実技講習及

び指導員法研修 
参加希望者は11月20日まで事務局に申し込んで

ください。 
４ 申込み 平成22年2月12日（金） 
  〒020-0841盛岡市羽場14-53-8 佐藤 誠 

なお、同時に東北総体山岳競技ブロック会議も開

催します。 
５ 参加料 一人1,000円 
６ その他 山岳保険に加入していること。 

１ 期 日 平成21年11月28日(土)－29日(日) 
  指導員は義務研修です。 

２ 場 所 盛岡市みたけ「岩手県青少年会館」 
 

３ 参加区分 
国体等競技力向上強化対策募金 

１) 競技運営員研修 
の協力ありがとうございました ２） 競技運営員認定研修  

平成21年度の国体等競技力向上強化対策募金が、

11月10日現在で４３名・１０団体から 
３） クライミング競技C 級審判員認定研修 

４ 参加費 １，０００円 
 ３７０，０００円  集まりました。ご協力ありが

とうございました。今年度は長谷川慎平君が世界ユー

スに、藤原祐樹君がアジアユースの日本代表に選ばれ、

また東北総体では、11年ぶりに、全種目国体出場権を

獲得。そして、新潟国体では少年男子（藤原祐樹、三

上誉人）がリード競技優勝しました。 

５ 資料費 １，０００円（山岳競技規則集）   
 

第８回クライミング 
ビギナーズコンペ参加者募集 

 
下記の要領で開催しますのでお知らせします。 

１ 期 日 平成21年12月26日（土） 
強化選手が全国で戦える力をつけてくれた募金にあ

らためて感謝いたします。ありがとうございました。 
  開会式9時40分 
２ 場  所 北上総合体育館クライミングボード 

 
３ 申込み 12月10日（木）期限 

 
  〒020-0833盛岡市西見前20-113-1 

 
  盛岡南高校 遠藤 敏英 
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近畿インターハイ・新潟国体 10/11 岩手山八合目避難小屋管理終了 

10/15 第7 回部長会 報告会を開催します 
 10/23 県体協第4 回選手強化委員会 
近畿インターハイ登山競技で岩手高校が「種目男

子」で優勝、新潟国体山岳競技で少年男子がリード競

技で優勝しました。これも関係者各位のご指導とご支

援のことと思います。優勝を祝うとともに選手の健闘

をねぎらい、下記により報告会を開催しますので皆様

の参加をお願いいたします。 

10/24-25 岩手山八合目避難小屋終い 

10/25 ボルダリング大会 

11/3 盛岡市市勢振興功労者表彰式 
11/4 第5 回常任理事会 

 
 
今後の予定 

１ 期  日 12月5日（土）15：30～18：00 
11/12 県体協競技団体理事長・強化担当者・国体監督

等研修会
２ 場  所 ﾏﾘｵｽ 4階「レストラン ジー・グリート」 
３ 会  費 ５，０００円 

11/15 水沢山岳会創立５０周年記念式典・祝賀会 
４ 締切り 11月27日（金） 11/21 岩手県高体連登山専門部創立５０周年記念式典 
５ 申込先 事務局長 小山勝稔 11/２8 岩手アルペンローズ山岳会創立５０周年記念式典 

 11/28・29 東北総体山岳競技ブロック会議・審判員認定研

修会 第５回常任理事会 
11/29 第９回部長会 11月4日第5回常任理事会を開催する。13名参加 
12/5 新潟国体・インターハイ報告会 協議・報告事項 
12/7-9 高体連登山専門部冬山講習会 

・10/3-5新潟国体報告 
12/13 初冬期講習会兼指導員研修会 

・10/25第6回ボルダリング大会報告 
12/１６ 第8 回部長会 

・11/26-29 霧島山・開聞岳登山について 12/２７ 第8 回クライミングビギナーズコンペ 
・11/28-29東北総体山岳競技ブロック会議について 1/6 第1 回部長会 

・12/13初冬期講習会兼研修会について 1/11 宮城県山岳連盟創立６０周年記念式典 

・12/27クライミングビギナーコンペについて １/13 会計監査 

１/16 日本山岳協会新春懇談会 ・2/20-21冬山講習会について 
1/20 第1 回常任理事会 ・岩手山八合目避難小屋関係について 
1/27 評議員会 ・平成21年度事業の取りまとめ及び平成22年度事業

計画の策定について 2/6 平成２２年度岩手県山岳協会定期総会 

 
・協会創立70周年記念事業準備委員会設置について 
・県体協体育功労賞被表彰者の推薦について 
・県体協栄光賞後期候補者の推薦について 
・平成22年度東北総体について 
・ホームページの利用について 
 
経過報告 
9/4 平成22 年度国体ブロック大会連絡調整会議 

9/8 県体協第３回選手強化委員会 

9/9 県体協第３回理事会 

９/12 八幡平市スーパーキッズ 

9/13 陸上自衛隊岩手駐屯地創立記念式典 

9/16 二順目国体会場について要望書提出（岩手県

国体推進室、岩手県教育委員会） 

9/16 第71 回国体（岩手県）会場地選定通知 

9/18 県体協前期栄光賞授与式・新潟国体監督会議・

結団式 

9/25-27 岩手県高等学校登山部登山基礎講習会(後期) 

10/3-5 新潟国体 

10/8-10 県高校新人大会 
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