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（一社）岩手県山岳・スポーツクライミング協会創立 80 周年記念

スポーツクライミングいわてカップ 2021
ボルダリング＆スピード大会 開催

当日は、本部役員、審判員・ビレーヤー、
運営スタッフ合計２７名、そして、選手はスピ
ード 16 人 ボルダリング 89 人が参加しまし
た。
結果は以下の通りです。
スピード

23 日

ジュニア 男子
令和 3 年 10 月 23 日（土）24 日(日)、スポーツクライミング
いわてカップ 2021 ボルダリング＆スピード大会が、岩手県
営運動公園、スピード競技場・第 1 ボルダリング競技場で開

女子

1 位 倉本 心温

厨川小

佐々木 文音 滝沢二小

2 位 本堂 孔介

中野小

稲葉 美悠

高校生以下 男子

催されました。6 月 18 日 19 日に開催された第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
会以来の開催です。全国的にも急激に新型コロナウイルス
感染症が感染拡大し、岩手緊急事態宣言の発出(8/12)また

女子

1 位 古屋 生吹 宮古河南中 佐藤 凛歩

岩大附属中

2 位 大賀 羽玖

盛岡南高

盛岡南高

3 位 本明 優哉

水沢工高 川村 鞠采

一般 男子 1 位 松川 魁

緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適用が２９都道府
県に増加し（8/20）、協会としての諸行事も延期もしくは中止
せざるを得ない状況となりました。三重国体も中止になって
おります。本来、この日は、スポーツクライミングジャパンツ
アー兼ボルダリング大会の予定でしたが、上記の理由でス
ケジュールや開催地を変更しています。
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向中野小

三角 唯香
盛岡市

上田中

ボルダリング

24 日

岩手山八合目避難小屋

ジュニア
男子

女子

1 位 本堂 遥介

中野小

髙橋 咲來

西の杜小

2 位 山口 由翔

城北小

丹野 紬月

大迫小

3 位 工藤 慧人

仁王小

畠山 莉緒

盛小

冬期切替
岩手山八合目避難小屋は、10 月 1６日（土）～17
日（日）夏期小屋から冬期小屋への切替作業を実施し

ビギナー 高校生以下

ました。参加者 20 名で協力加盟団体 ９団体 滝

男子

女子

1 位 栗谷川 俊太 盛岡南高

日野 友

見前中

2 位 菊池 朝陽

盛岡南高

日野 空

見前中

3位

盛岡南高

藤田 煌葵

沢市山岳協会３

巌鷲山岳会７

都南山岳会２

岩大山の会１

翌檜山岳会１

北上山岳会２

雫石町山岳協会２

悠々山の会１

登山普及部７（再掲）です。

ビギナー 一般 男子
1 位 瀧田 燿平

盛岡 RCC１

盛岡市

薪及び小屋廻りの整理

ミドル 高校生以下
男子

小屋からトイレへの

女子

1 位 太田 悠吾

達曽部小

2 位 吉田 李空

岩手中

3 位 小原 舞人

水沢南中

稲葉 美悠

渡り廊下屋根撤去

向中野小

佐々木 文音 滝沢二小

17 日６時気温-2.8
度、岩手山八合目避難小

ミドル 一般 男子
1 位 浅沼 健太

屋付近初冠雪、雪が舞い

花巻市

散るなか作業開始。

2 位 坂本 新之助 盛岡市
3 位 小原 崇

奥州市

マスター 高校生以下
男子

女子

1 位 倉本 心温

北厨川小

中村 暖

南城中

2 位 本堂 孔介

中野小

工藤 朝花

盛岡南

3 位 鈴木 忠尚

西南中

佐藤 凛歩

岩大附属中

マスター 一般 男子
1 位 本明 智尚

御 成 清 水 の給 水 停
止・ストーブの撤去・室
内の清掃・毛布の整理
を実施。
別棟の水洗トイレは使用出来ませんので、室内の冬
期用トイレを使用してくだ
さい。なお、トイレは土足で
の利用が可能ですが、休憩・
宿泊の場合は、靴を脱いで利
用するようお願いします。戸
締りは、隙間から雪が吹き込

奥州市

オープン 高校生以下 男子
1 位 大賀 羽玖

盛岡南高

2 位 本明 佳

水沢中

3 位 本明 優哉

水沢工高

オープン 一般 男子
1 位 中島 大智

神奈川県

2 位 坂本 裕樹

埼玉県
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まないよう確実にお願いします。
正面の扉は閉鎖しており
ますので、小屋裏側の冬
期用出入口をご利用くだ
さい。
御成清水（水場）は、来
年 6 月頃まで利用できま
せんが、御成清水の後方
約 2 メートル付近の地表
のパイプから水が出ておりますのでご利用ください。
ただし、積雪が多くなると利用できなくなりますので
ご注意ください。

き、2 グループが直登した。高巻きをする際の地形の
読みや、滝を登る技術について学んだ。
更に、今回の講習会では、どのグループも読図を徹
底して学んだ。特に、検定のメンバーについては、事
前に学習会を行い、地図の読み込みを行い、今回の講
習会が実践の場として、確認しながらの講習会となっ
た。
今回の講習生は大変意欲的で「ハーケンの打ち方を
教えて欲しい。
」等の要望も出され、急遽ハーケンの打
ち方講習会も行った。
上部で 30 分ほどブッシュを漕ぎ登山道に出る。こ
の日は、駒形神社の奥宮登拝祭で 40 名ほどの方々が
駒ヶ岳に登っ
ていた。その
中の 1 名の方
が足をつり、
動けなくなっ
ていたが、参
加していた消
防署職員が対
応し、無事登
山口まで下す
ことができ
た。
参加者数が
多く、指導が
行きわたるか
心配しましたが、有意義な講習会・研修会となった。
報告：土井祐之

令和 3 年度 沢登り講習会兼指導
員研修会（キッツ川）報告
期 日：令和 3 年 8 月 1 日（日）
会 場：駒ヶ岳（金ケ崎）キッツ川
参加者：講師 土井祐之、渡邊美智子、駒ヶ嶺智裕、
村上友志 4 名、検定 5 名
会員参加者 14 名、一般参加者９名、合計 32 名
参加人数が 32 名と多かったために集合場所を北上
金ケ崎インタ
ーから県立農
業大学の駐車
場に変更し、受
付・開講式を行
った。その後、
駒ヶ岳登山口
に移動。更に、
駐車場からは
できるだけ乗
り合いをお願
いし、入渓口の八郎橋まで移動した。
4 グループに分かれ、それぞれでのリーダーを中心
に講習を行い、トランシーバーで連絡を取り合いなが
ら行動した。
「キッツ」とは、穀物を入れる長方形の木箱のこと
だそうで、
入渓早々、
両壁が切り立ったゴルジュが我々
を迎えてくれる。そのゴルジュを泳いだり、へつった
りしながら前進。途中、ハーケンを打ち支点構築を行
い、ロープを使って安全に通過す方法を学んだ。
また、ゴルジュ出口にある滝は、2 グループが高巻

全国高等学校総合体育大会
（インターハイ）結果
令和 3 年月 8 月 20 日～23 日、福井県勝山市
（三頭山、取立山）で、全国高等学校総合体育大
会（インターハイ）が行われました。岩手県から
は、団体男子に岩手高校、団体女子には盛岡第一
高校がそれぞれ出場しました。昨年は、新型コロ
ナの関係から中止になりましたが、今年は新型コ
ロナウイルス感染症拡大防止対応策を行い実施さ
れました。結果は下記の通りです。
団体男子 岩手高校 ７位 98.4
団体女子 盛岡一高 ３位 99.4
3

部 6 名、女子リードの部 13 名がエントリーしまし

令和３年度岩手県高等学校
新人登山大会開催

た。
上位入賞者は、下記のとおりです。
リード

今年の岩手県高等学校新人登山大会は10月7日(木)
と8日(金)、陸中海岸青年の家と山田町鯨山を会場に
開催されました。
今回の体力審査は陸中海岸青年の家から大沢コー
ス・リアスの丘・林間尾根コースでチーム行動（制限
時間設定）が実施され、翌日は林間尾根コースから鯨
山頂上、電波塔まで行き、大沢コースを降り、それぞ
れチーム行動・隊行動が行われました。宿泊は陸中海
岸青年の家を利用し、テント生活は３密を避ける観点
から除外されましたが他の審査は通常通り行われまし
た。
大会には、男子学校対抗に11チーム、女子3チー
ム、男子チーム対抗に男子8チーム、女子1チームが出
場しました。結果は次のとおりです
学校対抗では、男子1位盛岡第一高校98.1点(３年連続
6度目)、2位岩手高校96.9点、3位盛岡工業高校96.0
点、女子は、第1位盛岡一高97.7点(５年連続９度
目)、2位盛岡南64.4点

順位

男子

女子

1

大賀 羽玖（盛南） 工藤 朝花（盛南）

2

石川 爽右介（盛南） 大場

3

小野寺 優（水工） 佐々木 彩良（黒北）

凜（盛一）

ビギナー
順位

男子

1

大平 晏拓（水工）

2

佐々木 聖（水工）

3

山﨑 律樹（岩手）

山口吉男氏
(公財)岩手県体育協会功労賞受賞
今年の(公財)岩手県体育協会功労賞を山口吉男氏(滝
沢市山協)が受賞。山口吉男氏は、永年にわたり協会の
理事を務め、登山普及部長として小学生を中心としたジ
ュニア登山教室の運営、避難小屋の管理、登山普及活動

チーム対抗では男子 1 位岩手高校 C1 98.6 点、2 位岩

とともに協会の発展に尽力してきました。また、スポー

手高校 C2 98.2 点、3 位盛岡工業高校 C2 85.2 点、女

ツクライミングの各種大会においても役員として活躍
し、多大な貢献をしてきました。

子は、1 位盛岡第一高校 B2 97.7 点

第11回岩手県高校生
クライミング大会開催

植田瑞穗氏(公財)日本スポーツ協会
公認スポーツ指導者等表彰受賞
今年の(公財)日本スポーツ協会公認スポーツ指導者

10 月 31 日(日）岩
手県営運動公園スポ

等表彰を植田瑞穂氏が受賞されました。植田瑞穂氏

ーツクライミング場

は、協会の理事を永年務め、スポーツ行事の企画運営

で第 11 回岩手県高校

に携わり、登山普及部長として地域加盟団体との交流

生クライミング大会

を深め、当協会の発展に尽力してきました。また、県

兼 第 11 回全国高等

民体育大会等の各種

学校選抜クライミン

大会においても役員

グ選手権大会岩手県

として活躍し、多大

予選が開催されまし

な貢献をしてきまし

た。

た。

この大会は全国高
等学校選抜クライミング選手権大会の予選会を兼ねる
ものであり、男子リードの部 19 名、男子ビギナーの
4

岩登り講習会中止

第４回定時理事会報告
日時 令和 3 年 8 月 4 日（水）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、三田、武田、小山の各副会長、
畠山、小野寺、土井、山口、遠藤 の各理事、遠藤、
佐々木監事 13 名中 11 名出席
欠席者 中島、佐藤（幸）理事 2 名
1 協議事項
(1) 事務局
・第 3 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。
・業務執行報告について
各業務執行理事より説明があり、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
候補者推薦及び岩手県体育協会功労賞推薦につ
いて
協会役員該当者について小野寺総務部長より
説明があり、下記のとお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 植田瑞穂氏 岩手県体育
協会功労賞推薦 山口吉男氏
・協会旗について
協会名も変更されたので、山岳と協会の間に、
SC を入れることで承認された。
(2)指導部
・夏山リーダー養成講習会について、土井部長より
説明があり、参加希望者も２名だけであり、コロ
ナ禍ということもあり、中止で 全会一致で承認
された。
(3)登山普及部
なし
(4)競技運営部
・スポーツクライミングいわてカップ 2021 ボルダ
リング＆スピード大会について遠藤部長より別
紙の通り説明があり、一部修正の上、全会一致で
承認された。
(5)スポーツクライミング部
・親子クライミング教室（３～４年）について畠山
部長より説明があり、別紙の通り説明があり、全
会一致で承認された。
2 報告事項
(1) 事務局

８月２２日、遠野・観音岩で実施する予定だった本
年度の岩登り講習会は、新型コロナ感染症対策のため
中止になりました。
尚、コーチ認定については、別に実施し申請してお
ります。

岩手県山岳・スポーツクライミング協会創立 80 周年記念

冬の親子ボルダリング
体験教室案内
昨年より、沿岸地区を中心に開催してきました親子
ボルダリング体験教室を久慈地区で開催します。８月
に釜石地区で開催予定でしたが、新型コロナウイルス
感染症岩手緊急事態宣言の発出もあり中止となってお
ります。
今回は久慈市を中心に洋野町・野田村・普代村・軽
米町・九戸村の小学生及び保護者を参加対象に実施し
ます。実施日は 12 月 11 日(土)～12 日(日)で、場所は
小久慈市民センター(アンバートピア)です。

指導員会（コーチ）
インドア研修会案内
令和３年度の指導員会（コーチ）インドア研修会が開催
されます。
期日は、令和４年１月２２日 土曜日で、会場は滝沢市
役所の向かいにある「 ビックルーフ滝沢 」です。13：30
からの受付になります。講師は、盛岡山想会、元岩手県山
岳協会長の出堀宏明氏で、題目は「登山から学んだこと」
です。指導員(コーチ)の義務研修です、資格更新の実績に
なりますのでぜひ出席してください。また年会費(令和 3
年度 3,000 円)未納の方は持参ください。尚、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため、出席の際はマスクの着用
をお願いします。37.5 度以上の発熱など、体調がすぐれ
ない場合は出席を控えて下さい。
出席できない場合は年会費を下記の口座に振込くださ
い。
口座振込
ゆうちょ銀行 店名：八三八
店番：８３８
種目：普通
口座番号：２４５５９８９
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・包括保険について、小野寺総務部長より説明があ
り、内容的に協議事項ではないかと指摘があり協
議の結果、全会一致で承認された。
・ＪＭＳＣＡの新体制について小野寺総務部長より
説明があった。
(2) 指導部
・沢登り講習会研修会及び全国遭難対策委員会議に
ついて、土井部長より別紙の通り説明があった。
(3) 登山普及部
・ボッカ大将及び岩手山八合目避難小屋管理状況に
ついて、山口部長より別紙の通り説明があった。
(4) 競技運営部 なし
(5) スポーツクライミング部
・東北総体結果及びカナダチーム五輪事前キャンプ
について、畠山部長より別紙の通り説明があった。
・成年男子国体選手選考会結果について、７月 10
日、埼玉県川口市パンプ 1 号店において実施し、
中島選手が体調不良で欠席したが本人からの申
し出もあり再度の設定不可能なこともあり、山内
響、坂本祐樹の２名に決定したことの報告が畠山
部長より説明があった。
・7/31（土）に発生した国体強化練習会におけるリ
ード確保ミスによる下部までの落下事故につい
て畠山部長より説明があった。尚、骨折等のけが
は無しとのこと。
(6) 高体連
・新人大会日程変更 10 月 7 日（木）～9 日（土）
3 経過報告と予定
6 月 10 日理事会以降
・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
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
・7.7
山協ニュース２１８号発行
・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 天童
・7.22～27 カナダチーム五輪合宿
・8.1
沢登り講習会
キッツ川（駒ヶ岳）
・8.4
第４回理事会
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第５回定時理事会報告
日時 令和 3 年 11 月 4 日（木）19 時～21 時 00 分
場所 盛岡市 岩手県体育協会議室
出席者 吉田会長、三田、武田、小山の各副会長、
畠山、小野寺、土井、山口、遠藤 中島、佐藤（幸）
の各理事、
遠藤、佐々木監事
13 名中 13 名全員出席
1 協議事項
(1) 事務局
・第 4 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。
・業務執行報告について
各業務執行理事より説明があり、全会一致で承
認された。
・名誉会員顧問懇談会及び加盟団体会長事務局長会
議について 名誉会員顧問懇談会は、新型コロナ
感染症対策の関係から２年間開催されておらず、
今年は開催することで承認されたが、新型コロナ
が完全に収束したわけでもないので、加盟団体会
長事務局長会議と別に開催することに異論もあ
り、また両会議を兼ねている方もいるので、会議
の趣旨が異なるのではないかという意見もあっ
たが同時に開催することで承認された。
月日 ３月５日（土） 午前１０時～午前１１
時３０分
場所 サンセール盛岡
内容 R３年度事業報告及び R4 年度事業計画
80 周年事業について報告
・協会旗について
大小２セット作成で承認された。
(2)指導部
・岩登り講習会は新型コロナ感染症対策の関係から
中止となったが、これからの行事は実施する方向
である。1/29 は審判員の更新研修は実施する。ま
た、10/30 コーチ認定会を実施し６名参加、２名
不参加で５名をコーチに申請していくとの説明
が土井指導部長よりあり全会一致で承認された。
(3)登山普及部 なし
(4)競技運営部 なし
(5)スポーツクライミング部
・久慈地区親子ボルダリング体験教室について
畠山部長より、会場の変更、参加費の変更等説
明があり、全会一致で承認された。

2 報告事項
(1) 事務局
・日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等表彰受賞
者について 植田瑞穂氏が決定、表彰式中止→伝
達式の日程は未定、また 岩手県体育協会功労賞
について 山口吉男氏が決定、11/18 サンセー
ル盛岡で表彰式があると小野寺総務部長より説
明があった。
・来年春実施予定のボルダリングワールドカップに
ついて、吉田会長より、経過、概要等の説明があ
った。
(2) 指導部 協議事項と同じ
(3) 登山普及部
・岩手山八合目避難小屋管理状況について、山口部
長より説明があった。冬期小屋切替の実施（10/1
6～10/17）参加者 20 名。岩手山八合目避難小屋
宿泊者及び収入状況は令和元年度よりには及ば
ないが、
2 年度より宿泊者収入とも増加している。
・臨時診療所について、
中島理事より説明があった。
7/1 は中止、8/8.9 は 8/7 までオリンピックに関わ
っていたため、医師は行けず花巻市山岳協会の看
護師 2 名が対応、けが人 3 名、9/18.19 は友愛病
院山の会が担当だったが悪天候のため登山者少
なくけが人等なし。
(4) 競技運営部
・スポーツクライミングいわてカップ 2021 ボルダ
リング＆スピード大会について、遠藤部長より説
明があった。ジャパンツアーが中止になったため
日程を変更して実施、会場費が想定よりかかり、
10 万円の赤字になった。
(5) スポーツクライミング部
・新型コロナウイルス感染症岩手緊急事態宣言の発
出(8/12)により、
「キッズ特別教室」3 回、
「ジュ
ニア特別教室」3 回を 9 月に延期、さらに 9 月
以降も宣言が当面継続されることが予想された
ので 、10 月に再延期し実施。
・親子クライミング教室（3～4 年）11 月 13 日（土）
14 日（日）17 日（水）に延期。
・畠山部長より、スーパーキッズ競技団体推薦、ス
ピードトライアウト、移動教室、大会派遣につい
て説明報告があり、一部協議事項も含め、承認さ
れた。
(6) 高体連
・全国高等学校登山大会結果、岩手県新人登山大会

結果、岩手県高校生クライミング選手権大会結果
について佐藤理事より説明があった。尚、全国高
校生選抜クライミング選手権大会には、男子(公
社)日本山岳・スポーツクライミング協会推薦選
手として似内 舜明（盛岡南）大賀 羽玖（盛岡南）
今大会上位 石川 爽右介（盛岡南）小野寺優（水
沢工）の４名、女子は今大会上位 工藤朝花（盛
岡南）大湯凜（盛岡一）の４名が参加。
（7）その他
ＪＭＳＣＡ登山部登山医科学委員会委員長を務
めている中島隆之理事より、中央での会議に参加
して現在またこれからのＪＭＳＣＡの方向性に
ついて説明があった。
3 経過報告と予定
8 月 4 日理事会以降
・8.4
第４回理事会
・8.8～9 岩手山山臨時診療所
・8.20～ 全国高等学校登山大会 福井県三頭山
・8.22
岩登り講習会
中止 遠野 観音岩
・8.28
沿岸地区ボルダリング教室
中止
・9.4～5 夏山リーダー養成講習会前期
中止
・9.11～12
同
後期
中止
岩手山青少年交流の家
・9.11.12.14 親子クライミング教室（３～４年）
延期
運動公園
・9.17～19
高体連中期講習会
山田町鯨山
・9.18～19
岩手山八合目臨時診療所開設
・10.1
国体
中止
三重県菰野町
・10.7～9
高校新人登山大会
山田町鯨山
・10.12
コンバインドジャパンカップ実行委
員会監査
盛岡市役所
・10.16
岩手山常駐終了
・10.16～17 岩手山八合目避難小屋冬期切替
・10.21
ワールドカップ zoom 会議 岩手県庁
・10.22
高体連後期講習会
運動公園
・10.23～24 スポーツクライミングいわてカップ
2021 ボルダリング＆スピード大会
・10.27
県体協理事会
県体協
・10.30
スピードトライアウト
・10.31
高校生クライミング選手権大会
・11.4
第５回理事会
・11.6
スポーツクライミング認定会
運動公園
・11.13.14.17 親子クライミング教室（３～４年）
運動公園
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・11.27
・12.4～5
・12.11～12
・12.25～26
・1.8～9
・1.22
・1.29
・2.5～6
・3.5
・3.16

東北ブロック会議
八戸
初冬期講習研修会
三ツ石山
沿岸ボルダリング体験会
久慈
全国高校選抜クライミング
選手権大会
埼玉・加須市
高体連リーダー研修会
指導員会インドア研修会
ビックルーフ滝沢
SC 審判員ルートセッター更新研修会
冬山講習・研修会
焼石岳
名誉会員・顧問懇談会、加盟団体会長
事務局長会議
サンセール盛岡
第６回理事会

・3.19～20

「岩手山の花と木」
発売中
「岩手山の花と木」
（定価 2000 円）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。

沿岸ボルダリング体験会（宮古）

8 次回理事会予定
第6回理事会
9 閉会

令和4年3月16日
（水）

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
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