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令和４年度 

国民体育大

会東北ブロ

ック大会兼

第４９回東北

総合体育大

会 スポーツ

クライミング

競技が、令和４年７月１５日（金）～１７日（日）、青森総合社

会教育センター及び盛運輸アリーナで実施されました。 

１５日（金）は開始式、１６日（土）にボルダリング競技、１

７日（日）にリード競技が

行われました。本県は

競技別総合順位で１位

になり、また成年男子・

成年女子・少年男子・少

年女子の全種別で国体

出場が決定しました。 

成年男子 

 順  位   １   ２   ３ 

ボルダリング 青森 山形 岩手 

リード 青森 岩手 山形 

総合 青森 岩手・山形 （同順位） 

成年女子 

 順  位   １   ２   ３ 

ボルダリング 福島 岩手 青森 

リード 福島 岩手 青森 

総合 福島 岩手 青森 

 

少年男子 

 順  位   １   ２   ３ 

ボルダリング 岩手 山形 宮城 

リード 岩手 福島 宮城 

総合 岩手 山形 福島 （同順位） 

少年女子 

 順  位   １   ２   ３ 

ボルダリング 宮城 岩手 福島 

リード 宮城 岩手 福島 

総合 宮城 岩手 福島 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

選手・監督の皆さんは以下の通りです。 

成年男子監督 畠山晃（向中野小（教））  

選手 坂本裕樹（ボルダーズ）  

似内舜明（北日本ハイテクニカルカレッジ） 

成年女子監督 伊藤圭（飯岡中（職）） 

選手 金澤千玲（金澤製作所）  

三角唯香（北日本ヘア・スタイリストカレッジ） 

少年男子監督 佐藤誠（太田東小（職）） 

選手 大賀羽玖（盛岡南高） 本明佳（水沢中） 

少年女子監督 昆脩太（県スポーツ振興事業団） 

選手 工藤朝花（盛岡南高） 中村暖（盛岡南高） 
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山協ニュース   
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７月１日、岩手山で４年ぶりの山開きが行われました。

当日はあいにくの天候でしたが、頂上には馬返し、御神

坂、焼走りの各登山口からの登山者で一杯になりました。 

八合目避難小屋

から登山道を頂上

に向け歩いていく

と、霧に覆われてい

ました。九合目を過

ぎたあたりで、御神

坂から来た雫石隊

に会い、お鉢では

焼走り方面から八幡平隊が上がってくるところでした。頂

上付近は風が強く霧に覆われていましたが、新型コロナ

ウイルス禍で見送っ

ていた山頂でのピッ

ケル交換会、万歳三

唱が４年ぶりに行わ

れ、一堂に会した人

たちが喜びにあふれ

ました。 

 

 

 

ボッカ大将開催 
令和 4 年 6 月 19 日、岩手山ボッカ大将が開催され

ました。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、13の加盟団体から64名の

参加をいただき、総荷上げ重量1181.31㎏を荷上げし

ていただきました。一人当たりの平均が、男子 18.23

ｋｇ、女子 19.21ｋｇでした。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2022の成績     （単位）ｋｇ 

順位 男  子 順位 女  子 

1 及川秀明(北上)46.00 1 樋口由実（滝沢市）52.52 

2 鈴木健介(北上)40.48 2 安保真紀子(パートナー)45.38 

3 千葉裕太(滝沢市)35.22 3 小山田千鶴（日本山岳会）41.80 

4 米澤邦彦（雫石町）31.96 4 鳩岡美波(日本山岳会)23.66 

5 斎藤優弥(北上)30.58 5 蝦夷森礼子（福岡）22.20 

6 佐藤英喜（北上）29.02 6 立花美佐子（滝沢市）21.12 

7 駒込幸夫（北上）26.34 7 渡邊 愛（北上）18.92 

8 鈴木 清（巖鷲）24.50 8 八重樫鶴代（北上）16.06 

9 北条秀麿（北上）23.74 8 及川真紀(北上) 15.46 

10 高橋正治（雫石町）23.00 10 アリス ハンスコーム（高山植

物）13.68 

 

協力加盟団体 

 ①北上山岳会 14 ②滝沢市山岳協会 10 ③日本山

岳会岩手支部 9 ④盛岡 RCC 7  ⑤巌鷲山岳会 7 ⑥

福岡山好会 5  ⑦都南山岳会 3 ⑧JR 盛岡山岳会 3 

⑨雫石町山岳協会 2 ⑩岩手アルペンローズ山岳会 1 

⑪岩大山の会 1  ⑫高山植物山想会 1 ⑬パートナー

会員 １    

 

岩手山４年ぶりの山開き 
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残雪期講習会兼指導員 

研修会実施報告 
１ 期 日：令和4年5月21日(土)～22日(日) 

１泊２日（国見温泉森山荘泊） 

２ 参加者：３７名 

 ・コーチ９名・検定５名 

・会員１９名・一般４名 

３ 報 告 

 5 月 21 日(土)16 時に参加者が森山荘に集合し、16

時 30 から開校式、机上講習を実施した。机上講習１

コマ目は氷雪技術について昨年度コーチ１を取得した、

鎌田、佐藤(英)、高橋(勇)、樋口が分担して説明を行っ

た。２コマ目は中島Dr（国際山岳医）に「登山で使え

るテーピング術」を指導していただいた。テーピング

術は覚えておくといざというときに有効であり今後も

繰り返し指導していただきたいと感じた。 

 

22日（日）は6時に国見温泉を出発し通称ムーミン

谷周辺において氷雪技術講習を行った。今回は4つの

グループに分け、初級を中島、鎌田が、中級を村上、

高橋(勇)、土村が、上級を韮澤、佐藤が、検定を土井、

樋口が担当し指導を行った。 

指導内容は各グループに合わせ、歩行技術（アイゼ

ンある、なし）、ピッケルワーク、滑落停止、SAB（ス

タンディングアックスビレイ）技術についてみっちり

指導を行った。小雨交じりでやや寒かったが、受講生

は時間いっぱい繰り返し技術の習得にがんばった！ 

 13時に森山荘の駐車場にて閉校式を行う。受講生か

らは「充実した講習会だった。」との感想をいただいた。

今後、今回受講した内容をそれぞれの山岳会において

繰り返し訓練を行っていただき、技術を確かなものに

して欲しいと願っている。 

 

 

 

 

いわてカップ開催 
 令和４年４月２３・２４日（土・日）、岩手県営運動

公園第１ボルダリング場・リード競技場において、ス

ポーツクライミングいわてカップ2022ボルダリング・

リード大会が実施され

ました。大会役員 25

名、ボルダリング男子

45 名女子 29 名、リー

ド男子29名女子20名

の選手が参加しまし

た。今年度初めての大

会でしたが、リードは

思ったより登れる人が増えて来ているとの畠山部長の

感想でした。なお、新

型コロナウイルス感

染防止対策について

は 、 JMSCA の

COVID-19 大会開催

運営ガイドラインに

準じて開催しました。 
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３位までの成績は次の通りです。 

ボルダリング 

ジュニア女子 

1 丹野 紬月 大迫小学校 4 

2 畠山 莉緒 盛小学校 5 

3 小原 楓花 水沢南小 6 

ジュニア男子 

1 山口 由翔 城北小学校 6 

2 工藤 慧人 仁王小学校 6 

3 佐々木 心太朗 大慈寺小学校 4 

ビギナー高校生以下女子 

1 吉田 穗香 盛岡第一高等学校 2 

2 澤内 美楓 下小路中学校 1 

3 菊地 真琴 盛岡第一高等学校 2 

ビギナー高校生以下男子 

1 中村 誠也  岩手高校 2 

2 白倉  歳也  盛岡第一高等学校 2 

3 高橋 遼平  岩手高校 2 

ミドル高校生以下女子 

1 髙橋 咲來 西の杜小学校 6 

2 鈴木 真美 飯豊小学校 6 

3 梅村 奏美 見前南中学校 2 

ミドル高校生以下男子 

1 古屋 生吹 宮古高等学校 1 

2 佐々木 健惺 岩手高校 2 

3 似内 怜哉 盛岡南高等学校 1 

マスター高校生以下女子 

1 中村 暖 盛岡南高等学校 1 

2 大湯  凜 盛岡第一高等学校 3 

3 佐々木 彩良 黒沢尻北高等学校 3 

マスター高校生以下男子 

1 吉田 李空 岩手中学校 2 

2 高林 雪那 水沢商業高校 1 

3 岩渕 音季 飯豊中学校 3 

マスター一般女子 

1 立花 里実  岩手クライミングクラブ  

2 金澤 千怜  岩手クライミングクラブ  

3 三角 唯香  岩手クライミングクラブ 

マスター一般男子 

1  坂本 新之助 岩手大学 

オープン高校生以下男子 

1 大賀 羽玖 盛岡南高等学校 3 

2 本明 佳 水沢中学校 3 

3 平瀬 太誠 磐井中学校 3 

オープン一般男子 

1  中島 大智 岩手クライミングクラブ  

2  似内 舜明 岩手クライミングクラブ  

3  本明 優哉 岩手クライミングクラブ 

 

リード 

トップロープ 高校生以下女子 

1 丹野 紬月 大迫小学校 4 

2 大久保 空音 向中野小学校 5 

3 澤内 美楓 下小路中学校 1 

トップロープ 高校生以下男子 

1 高橋 遼平 岩手高校 2 

2 中村 誠也 岩手高校 2 

3 中村 優太郎 岩手中学校 2 

ビギナー 高校生以下女子 

1 三浦 舞 厳美中学校 2 

2 佐々木 文音  滝沢第二中学校 1 

3 髙橋 咲來 西の杜小学校 6 

ビギナー 高校生以下男子 

1 中村 奏太 南城小学校 4 

2 太田 悠吾 遠野西中学校 1 

3 似内 怜哉 盛岡南高等学校 1 

ミドル 高校生以下 男子 

1 吉田 李空 岩手中学校 2 

2 小野寺 優 水沢工業高 3 

3 日野 徳治朗  川井小学校 6 

ミドル 高校生以下 女子 

1 工藤 朝花 盛岡南高等学校 3 

2 中村 暖 盛岡南高等学校 1 

3 大湯  凜 盛岡第一高等学校 3 

ミドル 一般 女子 

1 立花 里実 岩手クライミングクラブ  

2 金澤 千怜 岩手クライミングクラブ  

3 三角 唯香 岩手クライミングクラブ 

オープン 高校生以下 男子 

1 大賀 羽玖 盛岡南高等学校 3 

2 廣田 一航 上野中学校 3 

3 本明 佳 水沢中学校 3 

オープン 一般 男子 

1 中島 大智 岩手クライミングクラブ  

2 本明 優哉 岩手クライミングクラブ  

3 似内 舜明 岩手クライミングクラブ 
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県民体育大会開催 
 令和４年６月 25・26 日、県

営運動公園スポーツクライミ

ング場で、第 74 回岩手県民体

育大会（スポーツクライミング

競技）兼第 15 回岩手県スポー

ツクライミング競技国体選手

選考会が開催されました。 

 1 日目は、8：45 から、第２ボルダリング場前で、

武田勝栄協会副会長の挨拶の後、競技説明が行われ、

競技が開始されました。２日目は

リード競技がリード場で行われま

した。 

  

ボルダリング 

少年男子 

１位 大賀 羽玖 盛岡南高校 

２位 本明 佳  水沢中 

３位 廣田  一航 上野中 

少年女子 

１位 大湯  凛 盛岡第一高校 

２位 中村 暖  盛岡南高校 

３位 工藤 朝花 盛岡南高校 

成年男子 

１位 坂本  裕樹 北上山岳会 

２位 似内 舜明 岩手クライミングクラブ 

成年女子 

１位 三角 唯香岩手クライミングクラブ 

リード 

少年男子 

１位 大賀 羽玖 盛岡南高校 

２位 本明 佳  水沢中 

３位 廣田  一航 上野中 

少年女子 

１位 中村 暖  盛岡南高校 

２位 工藤 朝花 盛岡南高校 

３位 大湯  凛 盛岡第一高校 

成年男子 

１位 似内 舜明 岩手クライミングクラブ 

２位 坂本  裕樹 北上山岳会 

成年女子 

１位 三角 唯香岩手クライミングクラブ 

 

 

 

 

岩手県高等学校総合体育大会結果 
 5月27日～9日、八幡平市姥倉山大松倉山を会場

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。このコースは、松川温泉から三ッ石小屋、大松

倉山、犬倉山、姥倉山に登り、松川温泉に戻ってくる

コースです。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

を利用しまして実施されました。 

 結果は 男子 優勝 盛岡第一高校（服部亮輔、白

倉歳也、佐々木克志、内沢昊太郎）98.2 ２位 岩手

高校 97.9 ３位 盛岡南高校 93.8 女子優勝 盛岡

第一高校（永沼美翔、吉田穂香、菊地真琴、茅平夏

奈）99.4  ２位 盛岡第四高校 86.5 ３位 盛岡南

高校 86,3でした。男女ともに盛岡第一高校が8月5

日～9日、香川県で行われる四国インターハイに参加

することになりました。 

 

東北高等学校登山大会結果 
 6月17日～19日、八幡平市を会場に東北高等学校

登山大会が開催されました。コースは岩手県高校総体

と同じ、松川温泉から三ッ石小屋、大松倉山、犬倉

山、姥倉山に登り、松川温泉に戻ってくるコースで

す。 

結果は、男子 優勝 岩手高校 99.1 2位 盛岡一

高 98.2  3位 盛岡南高  94.3  女子 優勝 

盛岡第一 5位 盛岡南 6位 盛岡第四でした。 
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東北六県山岳連盟連絡協議会開催 

令和4年5月7-8日、秋田県仙北市田沢湖生保内の

駒ヶ岳温泉で東北六県山岳（SC）連盟（協会）連絡協

議会が１年ぶりに開催されました。昨年は新型コロナ

感染症拡大防止のため中止になりましたが、今年はＪ

ＭＳＣＡより亀山健太郎筆頭副会長、古賀英年登山部

長をお招きして実施されました。 

 

 全体会では、日本山岳・スポーツクライミング協会

より近況報告として、ガバナンスの強化、女性理事の

登用、山岳共済会の低迷、加盟団体と本部のつながり、

SDGs推進委員会、個人会員の問題、UIAAについて、

全日本登山大会のあり方、山岳スキー委員会、アイス

クライミング委員会等々について話がありました。そ

の後青森県より第４９回東北総合体育大会について、

また、各県より東北六県共通諸行事について説明があ

り、各連盟（協会）の状況、特にも山形県のスポーツ

クライミング競技について意見が交わされました。 

 定時総会開催 
 令和４年５月１５日午前１０時より、サンセール盛

岡に於いて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が開催されました。 

 総会会場はアクリル板で隣との仕切りを設け、ロの

字形の机の配置にし、また加盟団体からは１名だけの

参加にし、新型コロナウイルス感染症対策を設け実施

しました。 

 武田勝栄副会長による開会のことばの後、吉田春彦

会長の挨拶、議長選出 定数確認（社員総数 42 名中 

本人出席 28 名、委任状 10 名 計 38 名）、議事

録署名人を佐々木四士美氏(盛岡市山岳協会)と中村浩

之氏(花巻市山岳協会)に選出し、議事が行われました。 

議案は令和３年度事業報告、令和３年度決算報告・

監査報告で、満場異議なく承諾可決されました。この

後、令和４年度事業計画と令和４年度予算について報

告があり議事は終了いたしました。 

 終了後、八十周年事業及び記念誌について説明し、

またスタ

ッフにつ

いて協力

を依頼し

ました。 

 

 

県体協栄光賞授賞式 
令和４年６月２０日（月）１５：００から、サンセ

ール盛岡に於いて、（公財）岩手県体育協会の表彰式が

行われました。栄光賞（令和３年度

後期分）で本協会から、選手とし

て、「スポーツクライミング第２回

スピードユース日本選手権亀岡大

会」ジュニア

男子スピー

ドで優勝し

た本明優哉君、そして指導者とし

て藤本章晃さんがそれぞれ受賞

いたしました。おめでとうござい

ます！ 

 

親子クライミング教室開催 
 令和 4 年 7 月 30 日（土）31 日（日）、釜石市民ホ

ール（TETTO）ホール前広場特設会場で、釜石で初め

ての親子ボルダリング教室が

開催されました。昨年実施の予

定でしたが、新型コロナ感染症

が拡大してきたため断念した

経緯があります。 

 釜石市民ホール前の広場が

会 場

で、コ

ン サ

ート帰りの観客や通りすがり

の皆さんが立ち止まって見学

していきました。これまでに

ない光景で沿岸部のボルダリ

ング普及に良い機会となりま

した。 
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第１回定時理事会報告 

日時 令和4年5月10日（火）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、小山、武田の各副会長、 

畠山、小野寺、山口、佐藤(幸)、中島、遠藤、の各理

事、遠藤監事、佐々木監事 13名中 12名出席 

欠席者 土井理事 

１ 協議事項 

(1) 第6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

ライミング協会事業報告について 

   各部長より説明があり、一部加除修正の上、全

会一致で承認された。 

(3) 令和３年度一般社団法人岩手県山岳・スポーツク

ライミング協会決算報告について 

   小野寺総務部長より説明があり全会一致で承認

された。 

   合わせて遠藤監事より監査結果について別紙の

通り報告があり指摘事項について今後改めていく

こととした。 

(4) 令和４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 

 報告第１号令和４年度事業計画、報告第２号予算に

ついて、一部修正し承認された。 

 連絡事項として、加盟団体の退会、名称変更及び記

念誌・スタッフについて加えることとした。 

(5) 岩手山八合目及び九合目避難小屋の夏期小屋への

切替作業について 

  山口部長より説明があり全会一致で承認された。 

(6) 岩手山八合目避難小屋管理人常駐期間について

（登山普及部） 

  山口部長より説明があり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） 

  山口部長より説明があり、他理事より年齢制限に

ついて提案があったが、今後の課題とすることと

し、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） 

  山口部長より説明があり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） 

  中島副部長より説明があり一部数字訂正の上、

全会一致で承認された。 

(10)岩登り講習会・指導員研修会について（指導部）  

 中島副部長より説明があり全会一致で承認された。 

(11)JMSCA SCコーチ１養成講習会（東北地区会

場）について 

 中島副部長より説明があり全会一致で承認された。 

(12)夏山リーダー講師養成講習会（東北地区）につい

て 

 中島副部長より説明があり全会一致で承認された。 

(13)JMSCAビレー技術研修会会（盛岡会場）につい

て 

 中島副部長より説明があり全会一致で承認された。 

(14)夏山リーダー養成講習会（岩手会場）について 

 中島副部長よ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 

  小野寺総務部長より下記について説明があった。 

  ・加盟団体情報 水沢山岳会退会 和賀町山岳会

から和賀山岳会への名称変更 

  ・東北総体役員派遣について 別紙の通り （来

年本県で実施を見据えての配置） 

・スタッフについて 定時総会でもお願いすることと

する。 

・東北六県山岳SC連盟協会連絡協議会報告 山形県

SC問題について 

(2) 指導部 

   中島副部長より下記について説明があった。 

・第1回運動公園スポーツクライミング施設認定会

について 

・JMSCA氷雪技術講習会（土合）、尚これはＪＭＳ

ＣＡ指導委員会からの募集である。 

(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、山口部長より説明があった。 

協力団体 6団体 巌鷲山岳会３名 日本山岳会１名 

滝沢山協４名 都南山岳会１名  岩大山の会 1名 

雫石町山岳協会２名 登山普及部５名 （再掲） 

 

座学の様子 
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(4) 競技運営部 

    スポーツクライミングいわてカップ2022ボルダ

リング・リード大会について遠藤部長より大会運営に

ついて説明があり、選手の状況について畠山部長より

説明があった。 

(5) スポーツクライミング部 

  東北総合体育大会選手について、畠山部長より別紙

のとおり報告があった。 

 

3 経過報告と予定   3月15日理事会以降 

・3.15   第６回理事会                    

・3.16   県体協理事会             

・3.19-20 沿岸地区ボルダリング体験会  中止        

・3.25   県体協理競技団体強化・会計担当者会議 

・4.20   監査 

・4.23-24 いわてカップ        運動公園 

・4.29   第1回スポーツクライミング施設認定会        

・4.30-5.1 八合目避難小屋夏期小屋へ切り替え作業 

・5.7-8  東北六県山岳連盟協会連絡協議会 秋田 

・5.10   第１回理事会 

・5.15   定時総会       サンセール盛岡 

・5.19   県体協理事会 

・5.21-22 残雪期講習研修会    秋田駒ヶ岳 

・5.22-23  岩手山八合目及び九合目避難小屋の夏

期小屋への切替作業 

・5.27    競技団体事務局長会議 

・5.27-29  高校総体      姥倉山大松倉山   

・5.28    SCコーチⅠ養成講習会(Web講習） 

・6.8    第2回理事会       県体育協会会議室 

・6.17-19  東北高等学校登山大会 姥倉山大松倉山 

・6.19    ボッカ大将         岩手山 

・6.25-26  県民体育大会 

・6.26    夏山リーダー講師養成講習会 

・6.29    岩手山八合目避難小屋常駐開始  

10/16まで   

4 次回理事会予定 

    第2回理事会   令和3年6月8日 (水)        

5 閉会 

 

第 2回定時理事会報告 

日時 令和4年6月8日（水）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、小山、武田の各副会長、 

畠山、小野寺、山口、土井、佐藤(幸)、中島、遠藤、

の各理事、佐々木監事 13名中 12名出席 

欠席者 遠藤監事 

１ 協議事項 

 (1) 第１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) 日本スポーツ協会公認スポーツ指導者等表彰 

  数名の案が出されたが、清藤祐貴雄氏（高体連）

が推薦された。尚、県体協功労賞については、畠山

晃氏（北上山岳会）が推薦された。 

(3) スタッフ募集結果  

  ３団体からの応募しかなく、各部長からさらに各

加盟団体へ働きかけることなった。 

(4) ・SCコーチ1養成講習会 (別紙 日程) 

・SCビレイ技術研修会 ７月10日（日）9:15～

15:30 運動公園リード壁(別紙 要項) 

・夏山リーダー講師養成講習会6月26日(日) フラ

ップ岩手（岩手県青少年会館）(別紙 要項) 

・夏山リーダー養成講習会（岩手会場）9月3日

（土）4日(日)、10日（土）11日(日)4日間      

（別紙 要項） 

土井指導部長より、上記４件について説明があ

り、質疑応答の後、全員一致で承認された。 

(5)・ジュニア登山教室ｉｎ岩手山２０２２の中止に

ついて 

 ・日本の名峰登山２０２２ 御嶽山・木曽駒ケ岳の

中止について 

    山口登山普及部長より上記２件の中止につい

て、説明があり全会一致で承認された。 

(6) ・３年～４年クライミング体験教室について 

 ・親子ボルダリング体験教室について 

   畠山スポーツクライミング部長より上記２件

について説明があり、一部金額訂正の上、全員一

致で承認された。 

(7)その他 

  ・岩手電力との協賛契約について 小野寺総務部

長より説明があり承認された。 

  ・岩手県クライミング普及プログラムについて 

次回審議 
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・「岩手山の花と木」夏休みの自由研究に関する投稿

について高山植物山想会からの提案について協議した

が、早急に取り組めない対応できないとの理由で承認

されず。 

2 報告事項 

(1) 事務局 

 ・ワールドカップについて 吉田会長より説明があ

った。 

  ・ツキノワグマ出没に関する注意報について 小野

寺総務部長より説明があった。 

(2) 指導部 

・R4残雪期講習会 5月20（土）21（日） 

・SCコーチ１養成講習会（リモート講習会）５月

28日（土） 

  土井指導部長より、報告があった。 

(3) 山口登山普及部長より下記の報告があった。 

  ・岩手山避難小屋の夏期小屋への切替作業（第２

回目）について ロープ張り、ベランダ塗装等の

作業の報告があった。 

・薪づくり作業について ３団体１０名参加 

・箱ヶ森登山道整備業務の受託について  

5/30、契約の報告があった。 

(4) 競技運営部 なし 

(5) スポーツクライミング部 

  国体成年男子の選手選考について畠山スポーツ

クライミング部長より報告がった。 

(6) 高体連 

 高校総体の結果 

    男子 優勝 盛岡第一 ２位 岩手  ３位 盛岡南 

  女子 優勝 盛岡第一 ２位 盛岡第四  

３位 盛岡南 

   

7 経過報告と予定   5月10日理事会以降 

・5.10    第１回理事会 

・5.15    定時総会      サンセール盛岡 

・5.19    県体協理事会       県体協 

・5.21-22  残雪期講習研修会    秋田駒ヶ岳 

・5.22-23  岩手山八合目及び九合目避難小屋の夏

期小屋への切替作業 

・5.24    ワールドカップ記者会見         県庁 

・5.27    競技団体事務局長会議    県体協 

・5.27-29  高校総体      姥倉山大松倉山   

・5.28    SCコーチⅠ養成講習会(Web講習）          

フラップ岩手 

・6.1    県体協理事会強化委員会   県体協 

・6.6    ワールドカップ岩手県盛岡市との協議         

県庁 

・6.8    第2回理事会             飯岡公民館 

・6.9    大会運営者向けボランティア研修会         

サンセール盛岡 

・6.17-19  東北高等学校登山大会 姥倉山大松倉山 

・6.19    ボッカ大将         岩手山 

・6.20   県体協栄光賞表彰式・評議員会・理事会     

サンセール盛岡 

・6.25-26  県民体育大会       運動公園 

・6.26    夏山リーダー講師養成講習会            

フラップ岩手 

・6.29    岩手山八合目避難小屋常駐開始  

10/16まで 

・7.1    岩手山山開き・八合目診療所開設 

・7.367   3～4年クライミング体験教室 

・7.9    ｽﾎﾟｰﾂｸﾗｲﾐﾝｸﾞ認定会 

・7.15～17  東北総合体育大会       青森 

・7.30～31  親子ボルダリング体験教室   釜石 

・8.3    第３回理事会     県体協会議室 

・8.5～6   ジュニア登山教室  中止 

・8.5～9  全国高等学校登山大会（インターハイ）       

香川県 

・8.7    沢登り講習会 

・8.11    山の日 八合目診療所開設 

・8.28    岩登り講習会 

8 次回理事会予定 

    第3回理事会   令和4年8月3日 (水)   

9 閉会 

 

国体募金のお願い 
令和４年７月１５・１６日に行われた東北総合体育

大会で本県が総合優勝し、成年男女、少年男女の４種

別で栃木国体の出場権を獲得いたしました。 

 選手をはじめ監督・コーチ陣は入賞を目指し日々

トレーニングに取り組んでおります。 
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また、２０２２年世界ユース選手権大会（アメリ

カ）の派遣選手に、本県から本明優哉君、上柿銀大君

が決定いたしました。 

 選手・監督また派遣選手の金銭的負担をいくらかで

も軽減し、強化練習に専念できるようにしていくため

恐縮ございますが温かいご支援をよろしくお願いいた

します。 

 一口1000円（3口以上お願いできれば幸甚です） 

岩手銀行 滝沢支店 普通 ０１５１０４０ 

一般社団法人岩手県山岳・スポーツクライミング協会 

会長 吉田春彦 

または  

ゆうちょ銀行 記号18310 番号 24924771 

一般社団法人岩手県山岳・スポーツクライミング協会 

 

ワールドカップ開催 
IFSCクライミングワールドカップ B＆Lコンバイン

ドいわて盛岡大会が本県で開催されることが決定され

ました。期日は10月20日（木）から 22日（土）で

場所は岩手県運動公園クライミング場です。 

7月12日、岩手県実行委員会の設立総会及び第1

回総会が行われ正式に決定いたしました。 

競技日程は1日目、男子予選、女子予選 2日目 

男子準決勝、女子準決勝、男

子決勝 3日目 女子決勝 の

予定です。選手の参加人数は

国内外150名の予定です。 

本県で開催されるワールド

カップはパリ五輪と同じ方式

のボルダリングとリードのコ

ンバインドにより実施されま

す。また、ワールドカップに

おけるコンバインドの開催

は、本大会で初めて導入され

るものです。 

 

 

 

 

創立 80周年記念誌 
創立 80 周年記念事業の一つと

して記念誌を作成いたしました。

各加盟団体にお買い上げいただ

いておりますが、個人でもご購入

希望者は事務局（０７０－４１２

３－８２６５）または副会長小山

までご連絡をお願いします。 

 

 

 

「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。 

 

 

 

 

応援しています。 
岩手の山岳・スポーツクライミング 

 
 


