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 ６月１３日（日）、今年も岩手山ボッカ大将が開催されました。

ご存知のように、登山者の安全と快適な登山をサポートする

岩手山八合目避難小屋の管理に欠かせない物資の荷上げ

を行うものです。今年はコンバインドジャパンカップの日程

が定まらず変更され、また新型コロナの影響もあり、１日だけ

の開催となりましたが、１６の加盟団体から 76 名の参加をい

ただき、総荷上げ重量1329.09㎏を荷上げしていただきまし

た。一人当たりの平均が、男子 18.28ｋｇ、女子 16.33ｋｇでし

た。 

担当の山口普及部長は、今年は例年よりレベルが高いと

話しておりました。ご協力頂きました皆さんありがとうござい

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

岩手山ボッカ大将2021の成績     （単位）ｋｇ 

順位 男  子 順位 女  子 

1 小野寺伸幸(高山植物)51.22 1 樋口由実（滝沢市）45.18 

2 三田恭諭(北上)41.00 2 高橋瑞穂（日本山岳会）43.28 

3 及川秀明(北上)40.12 3 安保真紀子(パートナー)38.75 

4 佐藤英吾（北上）30.14 4 及川真紀(北上)27.36 

5 高橋勇一(日本山岳会)29.46 5 乙部沙季子（高山植物）24.70 

6 米澤邦彦（雫石町）26.16 6 蝦夷森礼子（福岡）19.58 

7 駒込幸夫（北上）25.81 7 鳩岡美波(日本山岳会)18.82 

8 中島隆之（北上）25.24 8 山口恵（滝沢市）18.80 

9 近藤修三（悠々）24.14 8 渡辺美智子（アルペン）18.62 

10 川口卓也（雫石町）23.00 10 ハンスコーム アリス（高山植

物）18.06 

 

第４回コンバインドジャパンカップ

盛岡 スピードジャパンオープン盛

岡大会 開催 
 

6 月 18 日、19 日に岩手県営運動公園スポーツク

ライミング競技場（岩手県盛岡市）でスポーツクラ

イミング第4回コンバインドジャパンカップ盛岡そ

してスポーツクライミングJMSCAスピードジャパ

ンオープン盛岡大会が開催されました。 

(一社)岩手県山岳・スポーツクライミング協会 
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山協ニュース   

 岩手山八合目避難小屋を支える 

ボッカ大将 開催 
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岩手県、盛岡市そして当協会の３者で実行委員会

を設置し準備を整えてきました。当初、２日目は有

観客で実施することで混

乱も予想されましたが、

100 名限度で抗体検査

PCR検査の条件を入れた

ところ約 70 名の観客数

で実施することが出来ました。また、18日は金曜日

で、さらにオリンピックの聖火が盛岡に来る日と重

なり、岩手県側の役員の

集まりも心配されました

が、各加盟団体のご協力

のもと問題なく行うこと

ができました。当日は岩

手県の役員も PCR 検査陰性の結果を提示のうえ実

施しました。 

JMSCA から八木原國明会

長をはじめ、丸・平山副会長ら

もお見えになり、八木原國明会

長は退任の挨拶もされていき

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クライミング体験教室の開催 
（小学1～2年限定） 

6月26日（土）27日（日）30日（水）の三日間、

運動公園スポーツクライミング場で小学校 1～2 年

生を対象としたクライミング体験教室が開催されま

した。 

今まで多人数を当日受付、お金を集めていました

が、混乱も避ける意味もありインターネットでの受

付を行い、コンビニエンスストア等で支払って申し

込む方法に変えました。おかげで受付の混乱も避け

られ、新型コロナ対策等に重きを置くことが出来ま

した。今後もこの方法で実施していく予定です。 
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令和３年度定時総会開催 
令和３年５月１６日、サンセール盛岡で令和３年

度定時総会を実施いたしました。 

昨年は新型コロナ感染症対策の関係から中止し書

面による決議を行

った定時総会です

が、今年度は極力人

数を抑え、例年行っ

ていた懇親会も実

施せず短時間で終

了いたしました。 

議題は令和２年度事業報告・決算報告監査報告、

定款の一部改正、任期満了に伴う理事・監事の選任、

令和３年度事業計画・予算についてでした。定款の

改正は理事の人数

を 20 名から 11 名

以内にする。監事

の任期を 3 年から

2 年にするという

もので満場一致で

可決されました。 

新理事・監事は以下の通りです。よろしくお願い

します。 

会長 吉田春彦 都南山岳会 

副会長 三田正巳 高体連 

  々 武田勝栄 巖鷲山岳会 

  々 小山勝稔 翌檜山岳会 

専務理事 小野寺修 悠々山の会 

理 事 土井祐之 北上山岳会 

  々 遠藤敏英 矢巾山好会 

  々 畠山晃 北上山岳会 

  々 山口吉男 滝沢市山岳協会 

  々 佐藤幸久 高体連 

  々 中島隆之 友愛病院山の会 

 

監事 遠藤正紀 滝沢市山岳協会 

  々 佐々木正宏  外   部 

 

岩手山八合目避難小屋情報Ⅲ 

今シーズンの岩手山八合目避難小屋は、６月２６日

（土）～１０月１１日（月）まで管理員が常駐します。 

 ６月２０日から水洗トイレも利用できるようになりました。 

登山者の皆様へのお願い 
１ 体調に不安のある方は、入山を控えましょう。 

  日頃の体調管理に加え、当日の検温も忘れずに

お願いします。特に、熱や風邪症状のある場合

は、入山を控えましょう。 

２ 混雑期を避け、少人数での登山行動をお願いし

ます。なお、４人以上で八合目小屋避難小屋に宿

泊する場合は、予約をお願いします。 

  予約先：滝沢市観光物産課 

 ０１９－６５６－６５３５ 

３ 新型コロナ感染予防グッズを携行し、ごみの持

ち帰りをお願いします。避難小屋を利用される場

合は、マスク、消毒液、使い捨ての手袋、密閉ご

み袋、シュラフ等の持参をお願いします。 

４ 避難小屋内では、マスクを着用し、他の登山者

と一定の距離をとりましょう。また、換気に十分

留意するとともに、大声での歓談はご遠慮くださ

い。 

  

岩手県高等学校総合体育大会結果 
 5月28日～30日、岩手山焼走りコースを会場に２

年ぶりに岩手県高等学校総合体育大会登山競技が開催

されました。昨年は新型コロナ対策の観点から中止と

なりましたが、今年は対策を十分行い実施することが

出来ました。テント泊はまだ実施できませんが宿泊会

場を焼走り温泉のバンガローと岩手山青少年交流の家

を利用しました。2週間前、前期講習会で亡くられた

大迫高校の千葉真英先生に黙とうをささげた後開会式

が行われ競技が開始されました。 

 結果は 男子 優勝 岩手高校（山田啓伍、黄川拓

海、岡田大治郎、長谷部祥悟）99.0 ２位 盛岡第一

高校 97.8 ３位 盛岡工業高校 93.8 女子優勝 盛

岡第一高校（佐藤里咲、浪岡愛乃、若林佳乃子、吉田

穂香）99.3  ２位 盛岡南高校 94.8でした。岩手高

校と盛岡第一高校が8月20日～23日、福井県（三頭

山、取立山）で行われるインターハイに参加すること

になりました。 

 

 

残雪期講習研修会中止 
 ５月２３日、秋田駒ヶ岳で実施する予定だった本年

度の残雪期講習研修会が、天候悪化のため中止になり

ました。 
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令和３年度 
岩手県夏山リーダー養成講習募集 
下記の通り、夏山リーダー養成講習会を実施しま

す。奮ってご参加ください。 

期日 令和3年9月4日（土）～5日（日） 

9月11日（土）～12日（日）計４日間 

会場 机上講習 国立岩手山青少年交流の家 

   実技講習 石ケ森（滝沢市平蔵沢地内） 

岩手山（馬返し登山コース） 

注：気象条件により変更する場合があります 

詳しくはホームページをご覧ください。 

 
東北総合体育大会 結果 

 7月10日山形県山形市にあるフラットボルダリング

ジムでボルダリング競技、11日天童市にある山形県総

合運動公園クライミングウォールでリード競技がそれ

ぞれ開催されました。 

 昨年は新型コロナ感染症対策の関係から中止になり、

今年は担当県である山形県が万全の準備をして実施い

たしました。その関係もあり、成年男子は実施されま

せんでした。 

 結果は成年女子ボルダリング 3位リード2位 

ポイント差で惜しくも3位になり国体の出場はなりま

せんでした。選手の皆さん本当にお疲れさまでした。 

少年男子はボルダリング、リードとも 1位通過でした。 

少年女子はボルダリングが 2位リード 3位で総合で 3

位になりましたが今年の少年女子は 3県通過できるの

で国体に出場できます。選手の皆さん国体に向け頑張

ってください。 

 

第 1回定時理事会報告 

日時 令和3年5月6日（木）19時～21時00分 
場所 盛岡市 (公財)岩手県体育協会会議室 

出席者 吉田会長、小山、武田の各副会長、畠山、

植田、佐藤誠、小野寺、山口、村上、佐藤(幸)、中島、

遠藤、千葉、新田の各理事、遠藤監事、盛合監事 

20名中 16名出席 

欠席者 小船 土井 十二林、島崎 4名  

1 協議事項 

(1) 第5回定時理事会議事録の承認について  

 小野寺総務部長より説明があり、全会一致で承認

された。 

(2) 令和２年度一般社団法人岩手県山岳・スポーツ

クライミング協会事業報告について 

 小野寺総務部長より説明があり、全会一致で承認

された。 

(3) 令和２年度一般社団法人岩手県山岳・スポーツ

クライミング協会決算報告について 

 小野寺総務部長より説明があり、合わせて監事よ

り監査結果について別紙の通り報告がなされた。ま

た、通信費の削減効率化も含めて電子メールでの積

極的活用の提言もあり、全会一致で承認された。 

(4) 令和３年度一般社団法人岩手県山岳・スポーツ

クライミング協会定時総会議案書並びに提出議案

について 

 小野寺総務部長より説明があり、行事予定で一部

修正し、全会一致で承認された。 

(5) 任期満了に伴う理事候補の決定について(役員

選考委員会答申書の報告) 

 小野寺総務部長より説明があった。 

 植田理事より、監事の任期は当初は理事の任期と

そろえるため３年としたが、改選の時に２年に戻す

ことにしていたのではないかと発言があり、協議の

訃報 協会理事 千葉真英氏 ご逝去 

 協会理事で大迫高校山岳部顧問の千葉真英先

生が5月15日、高体連登山専門部主催の前期講

習会時に岩手山頂上付近で逝去されました。享

年56歳。謹んでお悔やみ申し上げます。 

千葉真英先生は長年高校山岳部顧問として生

徒への指導をはじめ、高体連登山専門部役員と

して専門部発展のためご尽力していただき、ま

た協会役員、東北総体・国体では本県選手団の監

督として山岳岩手を支えていただきました。火

葬、葬儀にはたくさんの教え子また選手たちが

駆けつけてくれました。ご冥福をお祈りいたし

ます。合掌 

訃報 協会顧問 古澤勝三氏 ご逝去 

 協会顧問の古澤勝三氏が6月10日ご逝去さ

れました。享年84歳 

 古澤勝三さんは、昭和35年高体連登山専門

部発足以来、顧問やインターハイ監督等で県山

岳協会と高体連との協力関係を築き、昭和 45

年岩手国体では準備、本番を取り進め大会成功

に導かれました。また、長年にわたり役員顧問

として岩手県山岳協会の発展に貢献されまし

た。ご冥福をお祈りいたします。 合掌 



5 

 

結果、定款第 29 条（役員の任期）で監事の任期を

3年から2年に改正することとし、議案第3号定款

の一部改正の中に、第 29 条の改正も加えることで

承認された。 

(6) 岩手山八合目避難小屋管理人常駐期間・協力金

について（登山普及部） 

 山口普及部長より説明があり、文字一部修正し全

会一致で承認された。 

（7）岩手山八合目避難小屋管理員の募集について

（ 登山普及部） 

 山口普及部長より説明があり、募集期間一部修正、

所得税の関係でマイナンバーの申告を加えること

で、全会一致で承認された。 

(8) 岩手山ボッカ大将の開催について（ 登山普及部） 

 山口普及部長より説明があり、参加者にパートナ

ー会員も加えることで修正の上、全会一致で承認さ

れた。 

    (9) 沢登り講習会・指導員研修会について（指

導部） 

 中島指導部副部長より説明があった。参加者に加

盟団体の他にパートナー会員も加えることで承認

された。 

(10)岩登り講習会・指導員研修会について（指導部）

 中島指導部副部長より説明があり、全会一致で承

認された。 

(11)初冬期講習会・指導員研修会について（指導部）

 中島指導部副部長より説明があり、全会一致で承

認された。 

(12)冬山講習会・指導員研修会について（指導部） 

 中島指導部副部長より説明があり、全会一致で承

認された。 

(13)その他 

 ・岩手県体育協会理事推薦について 

充て職で行きたいので、来年度の役員が決まったな

ら決定推薦することで承認された。 

 ・クライミング体験教室について、 

日程は 6 月 26 日 27 日 30 日の三日間で募集はア

プリ「モシコム」を利用して実施することで承認さ

れた。 

2 報告事項 

(1) 事務局 

 ・監事監査結果について 別紙の通り 

 ・ＣＪＣ・ＳＪＣ盛岡大会について 6/18.19（金・

土）で実施。東京オリンピックと同じタイムスケ

ジュールで実施予定。 

 ・日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等表彰受

賞候補者推薦について 7/16 締め切り 

(2) 指導部 

  残雪期講習研修会について 

   宿泊は無しで、5/23 午前７時 国見温泉集

合で実施する予定。 

(3) 登山普及部 

  岩手山八合目避難小屋の夏季小屋への切替作

業について 

(4) 競技運営部 

 第73回岩手県民体育大会第14回国体選手選考会 

スポーツクライミングいわてカップ 2021 リード

大会 

(5) スポーツクライミング部 

東北総体監督選手について 

成男 監督 畠山晃 選手 山内響 中島大智 

成女 監督 千葉真英 選手 金澤千怜 立花里実 

少男 監督 新田亮一 選手 本明優哉 大賀羽玖 

少女 監督 昆脩太 選手 工藤朝花 中村暖 

(6) 高体連   無し 

(7) その他   中島理事より 

 栂池で行われた JMSCA 主催の山岳スキー競技

日本選手権大会に参加した折、山岳スキー委員会よ

り岩手県でも専門委員を出して欲しい旨の連絡が

あった。山岳スキー競技は今後オリンピック競技に

なる可能性があり、福島県から１名専門委員が出て

いるが、岩手県からも選出してほしい。 

 今後の検討課題とする。 

3 経過報告と予定   3月17日理事会以降 

・3.17  第５回理事会    県体育協会会議室 

・3.20.21 宮古・釜石地区ボルダリング体験教室   

                           宮古 シーアリーナ 

・3.28   岩手カップ（ボルダリング）  運動公園 

・4.9  ＣＪＣ盛岡打合せ      盛岡市役所 

・4.10 指導員会定期総会       県体育協会会議室 

・4.17 認定会            運動公園 

・4.21 監査（15:00～20:00）  県体育協会会議室 

・4.28    大迫高校理事依頼訪問 

・4.29 岩手カップ（リード）県民体国体選手選考会 

・4.30    ＣＪＣ盛岡運営委員会 

・5.1.2      岩手山八合目避難小屋夏山切替 

・5.6 第1回理事会   県体育協会会議室 

   （第３回理事会までの予定は略） 
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第 3回定時理事会報告 

日時 令和3年6月10日（木）19時～21時00分 

場所 盛岡市 飯岡公民館 

出席者 吉田会長、三田、武田の各副会長、畠山、

小野寺、土井、山口、佐藤(幸)、中島、遠藤の各理

事、佐々木監事   13名中 11名出席 

欠席者 小山副会長 遠藤監事  2名  

1 協議事項 

(1) 事務局 

・第1回定時理事会議事録の承認 

  小野寺総務部長より説明があり、全会一致で承

認された。 

・パートナー会員承認 

  小野寺総務部長より説明があり、全会一致で承

認された。 

・岩手電力スポンサー契約について 

  小野寺総務部長より説明があり、全会一致で承

認された。 

・日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等表彰受賞

候補者推薦について 7/16 締め切り 

  指導員会のデータを確認し検討したいので、人

選について三役に一任することで承認を得る。 

(2)指導部 

・令和３年度岩手県夏山リーダー養成講習会 

  土井指導部長より別紙の通り説明があり、受講

料の集め方等今後の課題とすることで全会一致で

承認された。 

(3)登山普及部 

・ジュニア登山教室 in岩手山2021の中止について 

  山口普及部長より説明があり、全会一致で承認

された。 

・日本の名峰登山「木曽駒ケ岳・御嶽山」の中止に

ついて 

  山口普及部長より説明があり、全会一致で承認

された。 

・臨時診療所中止について 

  ７月１日の山開き中止に伴い、臨時診療所中止

について中島理事より提案があり全会一致で承認

された。 

(4)スポーツクライミング部 

・夏の親子ボルダリング体験教室 

  畠山スポーツクライミング部長より説明があ

り、一部問合せ先等今後の課題とすることで全会一

致で承認された。 

・Tokyo2020 クライミングカナダ事前キャンプ受

入れ環境整備業務委託 

  畠山スポーツクライミング部長より説明があ

り、「業務委託仕様書」の中身について、今後市役所

の詰めていくことで承認された。 

・国体成年男子選手について 

  一部より異議があり、再度内々で選考会を実施

することで承認を得る。 

2 報告事項 

(1) 事務局 

・ＣＪＣ盛岡大会について 準備は進んでいる。２

日目は有観客で実施。 

・テレビ岩手取材 元気〇 事務局で対応 

(2) 指導部 

・残雪期講習研修会 中止 

・令和３（２０２１）年度全国指導員長会議（リモ

ート）について土井指導部長より報告があり、Ｓ

ＣコーチⅡを増やしていく必要性ある。 

(3) 登山普及部 

・全日本登山大会新潟大会の中止について 

(5) スポーツクライミング部 

・東北総体監督について 成年女子監督千葉真英氏

逝去のため佐藤誠氏に変更。 

(6) 高体連 

・高校総体結果 

  男子 優勝 岩手高校 ２位 盛岡第一高校

         ３位 盛岡工業高校 

  女子  優勝 盛岡第一高校 ２位 盛岡南高校 

  新人登山大会は、１０月１～３日を予定してい

るが、国体の監督と重なっている人がいるため、

７～８日に変更の可能性ある。 

7 経過報告と予定   5月6日理事会以降 

・5.6（木） 第1回理事会  県体育協会会議室 

・5.8.9 東北六県山岳連盟（協会）連絡協議会 中止 

・5.10 ＣＪＣ盛岡 実行委員会  盛岡市役所 

・5.14-16 高体連（前期講習会）岩手山（焼走り） 

・5.16 定時総会 第２回理事会 サンセール盛岡 

・5.20 千葉真英氏葬儀       花巻市東和町 

・5.21 盛岡税務署 県税市税 

・5.23 残雪期講習研修会(秋田駒ヶ岳)  中止 

・5.25 ＣＪＣ盛岡実行委員会事務局会議  県庁 

       県体協事務局長会議      アリーナ 

    法務局 
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・5.28-30 高校総体   岩手山（焼走りコース） 

・6.1  法務局 

・6.7  県体協役員選考委員会（吉田） 

・6.9  ＣＪＣ盛岡実行委員会事務局会議 

・6.10  第３回理事会   飯岡公民館 

・6.13  ボッカ大将          岩手山 

・6.15  県体協評議員会・理事会  サンセール盛岡 

・6.18-19  第４回コンバインドジャパンカップ

盛岡 2021 及びスピードジャパンオ

ープン        運動公園 

・6.18-20 東北高等学校登山大会 岩手山 中止 

・6.26～   岩手山八合目避難小屋常駐開始 

・6.26.27.30 親子クライミング教室（1.2年） 

・7.1    岩手山山開き・臨時診療所 中止 

・7.4  スポーツクライミング認定会・更新研修会 

・7.9～   東北総体         山形 

・7.22～   カナダチーム五輪合宿 

・8.1    沢登り講習会（キッツ川） 

・8.4    第４回理事会 

   

 

 

 

「岩手山の花と木」 
発売中 

登山普及部、高山植物山想会が中心になって
編集してきた「岩手山の花と木」が発売されて
おります。書店等にない場合は協会事務局まで
お連絡くだ
さい。加盟団
体等には定
価より安価
で販売いた
します。 

 

 

 

 

 

 

日山協山岳共済会に入会して、 

山岳保険に加入しよう。 
「登山コース」「ハイキングコース」「スポーツクラ

イミングコース」「トレランコース」があります。 

多くの山岳保険がありますが、日山協の山岳保険は、 

登山ばかりではなく、日常生活でのケガも対象になり

ます。比較的負担の少ない掛金での加入ができる等の

利点もあります。万一の賠償責任保険も加味されてい

ます。更に、加入者数によって協会への還付金等もあ

り、万一に備えての加入をお奨めします。詳しくは日

山協ホームページへ 

 
 

 
 
 
 
応援しています。 
岩手の山岳・スポーツクライミング 

 
 

 

 


