
3月11日に発生しました東日本大震災で被災された方々に、謹んでお見舞い申し上げます。また一刻も
早い復旧・復興を心よりお祈り申し上げます。

この震災では私たちの母校のある茨城県も大きな被害を受けました。筑波大学も建物の被害が多く、
一時立ち入りが制限され、陸上競技場での青空入学式が行われたとのことです。また大津波や原発事
故、余震を含め、ご家族やご友人が被災されたという方は私の身近にも数多くいます。未曾有の被害を
もたらした今回の震災は、多くの愛好会OB・OGにとっても他人事ではないショッキングな出来事でした。

地震発生当日、岐阜県中津川市ではインカレの開会式が行われようとしていました。現地でも情報が
錯綜し、岩手や宮城の大学を中心に動揺はあったようです。しかしほとんどの学生は現地入りしていたこ
とから、インカレは開催されることとなり、インカレの記録を残すことができました。しかし愛好会の現役学
生も含め、何人かは足止めに遭い参加できなかった学生もいました。彼らは悔しさをぶつける場所もなく、
残念な思いをしたことでしょう。まだインカレに出られる選手は、今年のインカレに向けて2年分の思いを
ぶつけてもらいたいです。

さて、すでに震災から4カ月が経とうとしています。東京周辺は震災後の混乱から立ち直り、平穏な日々
を取り戻しつつあります。そして週末はいつものようにどこかでオリエンテーリングの大会や練習会が開
かれています。しかし７月からは節電のため土日出勤・平日休みとなり、オリエンテーリングに参加しにく
くなっている方もいらっしゃいます。これまでのように、何の気兼ねもなくオリエンテーリングを楽しめる日
を取り戻すためにも、オリエンテーリングや愛好会活動を通じて培った経験やノウハウを生かし、みなさ
んが選ばれたそれぞれの舞台でご活躍いただけることを願ってやみません。

これまでお聞きしている範囲では愛好会関係者はみなさんご無事だということで、まずは何より安心し
ました。もし何かご不便があり、私たちにお手伝いできることがあるならば、遠慮なくお知らせください。
OB・OG会としても様々な支援を取り付けるよう尽くしていく所存です。

さて、震災の混乱もありアナウンスができませんでしたが、３月をもって愛好会顧問として私たちが大変
お世話になった橘直隆先生がご退官されました。本当にお疲れ様でした。そしてありがとうございました。
先生は現在、埼玉にて悠々自適のご隠居生活を楽しまれているとのことです。先日、私も参加したフット
Ｏ日本代表チームの合宿にメンタルトレーニングについて講師としてお越し頂きました。橘先生の話に引
き込まれ自信をもった若い選手も多かったように感じます。私が申し上げるのは大変恐縮ですが、オリエ
ンテーリングではまだまだ隠居されることなくご活躍いただけることを期待しております。

また嬉しいお知らせとして、新１年生の活躍や筑波大大会復活のニュースも入ってきました。昨年行っ
た35周年記念事業もよい刺激になったという声も届いています。ここ最近人数が激減していた愛好会も
復活のきざしが見られます。被災地の復興と同じく、勢いよく前を向いて進んでいきたいですね！
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岐阜インカレ

オフィシャル 常住さん（96年入学）
2010年度の春インカレは、３月の11～14日に、岐阜県中津川市の椛の湖で開催されました。
現地に着くと、3月というのに雪が降っており、頭に雪を積もらせながらのモデルイベントになりました。

そして、開会式中に地震が発生。岐阜まで届いた揺れに不安を感じ、休憩時間に携帯で東日本大震災
のことを知った学生たちは、みな騒然としていました。「こんなことをやっている場合なのか」という空気の
中でシード選手紹介が行われ、この空気はインカレ開催中参加者全員の間に漂い続けることになります。

実行委員会による協議の末、ミドル・リレーとも開催が決定されました。が、震災のため一般大会への
参加者も少なく、表彰式も入賞選手のコメントを省略するなど、例年よりどこか賑わいと華やかさが足りな
い感じがしました。

そのような中、愛好会の学生たちは、男子7人女子２人が参加。ミドルでは、学校枠で選手権Ｂに男女1
人ずつが出場しました。２年生の萩原君は、競技時間内に見事完走し、学連登録1年目の柳川さんも、初
めてエリートのコースを走ったにも関わらず、全てのコントロールを回りきりました。

日付が変わって、リレー競技の日の朝。公共交通機関が混乱する中会場までたどり着いた1年生も無
事合流し、愛好会からの参加者全員が揃いました。選手権の部には、男子チームが出場。1走の萩原君
が着実な走りを見せ、2走は、モデルイベントで膝を痛めた小川君に代わり、４年生の日暮君が最後のイ
ンカレに花を飾りました。2年生の片桐君がアンカーを務めて、無事完走。3人とも選手権リレーは初めて
でありましたが、今年も筑波大学は、競技時間内に完走して記録を残しました。ＭＵＲに出走した1年生
チームも、新人の女子2人を含むＸＵＲも、見事競技時間内に完走しました。

今回のインカレは、東に残してきた家や学校や家族の状況がわからず不安を感じ、また、そんな状況に
も関わらず自分たちはインカレに参加していることを後ろめたく感じながらのものとなりました。特に、東
北大学・岩手大学・宮城学院女子大学の学生さんたちは、インカレの間中ずっと、気が気ではなかったこ
とでしょう。来年度のインカレは、学生たちが思う存分心から楽しめるものになっていてほしい。何の心の
曇りも無く、一年間の頑張りを精いっぱい出しきった、誇らしい笑顔を見られることを祈っています。

大震災直後の岐阜県で開催された今年の春インカレ。オフィシャルとして参加した常住さん（06年入学）、
現役生として参加した萩原さん、柳川さんからコメントをいただきましたので紹介します。

現役生男子 萩原さん（09年入学）
インカレミドルには学校枠を使い、Bエリートに出場させていただきました。成績は良くなかったものの悔い

の残らないレースができたと思います。昨年度の愛好会は成績よりもオリエンテーリングを楽しく競技する
という雰囲気だったため、あまり成績を意識することなくリラックスして競技を楽しめたと思います。

インカレミドルに向けての練習は、毎年のことですが試験期間と被っていたため、あまりしませんでした。
そんな中でも当日は100%の力を発揮することができました。それも、愛好会の皆さんの応援があったから
だと思います。

翌日のリレーは目標であった、ゴール閉鎖にも間に合い、失格にならず良かったと思います。
地震など愛好会員は心配することが多かった中、皆それぞれの目標を持ち、またオリエンテーリングを楽

しめて良かったと思います。今年度は自力でエリートクラスに出場することを目標に頑張りたいです。

写真
左から

常住さん
柳川さん
萩原さん
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現役生女子 柳川さん（09年入学、2年生の春に愛好会に入会）

愛好会２年目の柳川です。入会してからもう一年経つのかと思うと感慨深いものがあります。
４月５月といえば、大学では新歓活動の時期。震災で大学にも人的物的被害が出ましたが、新歓活動は

例年通り行われています。
今年は既に男子４人、女子１人が入会を決めてくれました。陸上長距離経験者、山岳経験者、ジュニア強

化選手など、その顔ぶれは『強い筑波の再来』を予感させます。素質のある彼らの実力を伸ばしていける
よう、愛好会での活動強化に努めていきたいと考えています。一方で「自由参加」という方針を保ちながら、
個々がオリエンテーリングを楽しめるような環境も作っていけたらと思います。

さて、近況報告はこれ位にしまして、インカレミドルに参加して感じたことを書きたいと思います。
初めてインカレであったのにも関わらず、学校枠でBエリートを走る機会を頂いたことは私にとって今後の

ステップアップのためにも貴重な経験でした。
結果は散々でしたが、会場の雰囲気を楽しみ、コースを楽しみ、他大学と交流出来たことは私にとって本

当に大きな収穫になりました。
また、インカレを通じて感じたのは、先輩の存在の大きさです。
現役女子の先輩という「追いかける背中」が入会当初からなく、辛い時もありました。
しかし常住さんをはじめ、OBOGの皆様にご指導頂いたことは今回のインカレで活かせたのではと感じて

おります。
今年度のインカレでは自力でエリートを勝ち取りたいと思っています。女子でリレーを組めるようになりま

したので、リレーに関しても良い成績を残していけたらと思います。
個人として、また愛好会全体で目標をたて、オリエンテーリングを楽しんでいきます。
今後とも愛好会を宜しくお願いします。



インカレロング不成立、そして再競技

昨今流行りのTwitterでいろいろなオリエンティアのツイート（つぶやき）をネット上で見ています。中には
現役生のツイートもあるのですが、GWの頃から大会についてツイートが流れるようになりました。

「Twitterで大会企画の話をするのかぁ」と隔世の感もありましたが、少しずつ話が具体的になっているの
を見ていると、OBとしては大変期待感が高まりました。そして6月のある日、老舗のorienteering.comに
「2012年1月14日 筑波大学大会」という案内が掲載され、ついに復活！と心が躍りました。

1月14日は土曜日です。なぜ土曜日かというと翌15日は茨城県オリエンテーリング協会のイベントがあ

るためです。大会規模から言えば逆でもいいような気がするのですが、茨城県協会もすでに会場の手配
などもしているため、どうしてもということでこの日程となったようです。またときわ走林会とのイベントコラ
ボもあるようです。地元団体とも関係をうまく調整しながらの開催に、私が学生の頃とは環境が変わった
なと思いました。しかしそれは決して悪いことではないとも思っています。

とにもかくにも、3年ぶりの母校の大会で多くのOB・OGの皆様に再会できることを楽しみにしています。
最後に大会実行委員長の木間光さん（10年入学）からコメントをいただきましたので紹介します。

文：小泉成行（98年入学）

３年ぶりに復活！筑波大大会 来年1月14日（土）開催

木間 光（10年入学） 大会実行委員長

一時期会員が6人にまで減って会の存続すら危ぶまれた愛好会
でしたが、去年今年とそれぞれ7人が入会し、現在は18人まで増
え、ついに3年ぶりに筑波大大会を開催することになりました。
日程は1月14日(土)、テレインは2003年に大会が開かれた石岡
市の「獅子頭」で、今回は3人制リレー形式で開催予定です。大
会の運営に携わった経験がある人がほとんどいない状態ですが、
過去の大会の報告書や近隣に住んでいらっしゃるOBさんのアド
バイスを参考にしながら準備しているところです。お忙しいとは思
いますが、ぜひ皆様お誘い合わせのうえ参加していただきたい
と思います。よろしくお願いします。

秋も深まった2010年11月21日、奈良県でインカレロングが開催された。クラシックから続く伝統の学生

チャンピオンが決まる、はずだった。
しかし、渉外上のトラブルが発生し、選手権クラスの終盤でスタートが中止され、そのまま競技が終了し

てしまった。途中まで出ていた結果も不成立となり成績が残らない異例の事態となった。会場では走るこ
とは出来ず涙を流す選手もいた。渉外問題に関しては、愛好会関係者も多くの関心をもっており、この一
連の出来事は愛好会メーリングリストでも久しぶりにホットな話題として流れた。

学生の中では当然、再レースを希望する声もあがる。開催是非、時期、場所、運営形態をめぐって学連
内で議論され、最終的には2月5日に日光で再競技が開催されることとなった。コースは選手権クラスの

み、運営は地区セレクションを通過できず選手権クラスに出られない学生が中心、地図も前の年の春イン
カレで使われたばかり。それでもインカレの歴史を続けることを学生は選んだ。

再競技に使われた地図は、大谷川南岸の七里（岩裂の霊水、日光野口）と行川（日光例幣使街道）をつ
なげた東西に細長い範囲を収めている。これらの範囲は愛好会にとってもなじみ深い場所。その２つの範
囲がつながったことはちょっとした感動すら感じた。なお男子選手権は東大3人が1分差の僅差での勝負。
さらに入賞6人中5人が東大という破竹の勢いであった。その中で2連覇を果たした小林はこの年の全日
本大会（大震災のため11年5月に延期して開催）でも優勝した。 文：小泉成行（98年入学）
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がんばろう日本！ 愛好会出身選手、 世界へ
今やMTB-O日本のエース多田選手（93年入学）。MTBのレースでも上位に入る実力を身につけて、5年

連続でハンガリーで開催される世界選手権に臨みます。そしてフットＯでは３年ぶりに日本代表に復帰し
た小泉選手（98年入学）が。過去の世界選手権とは違うアプローチでトレーニングに励み満を持してフラン
スへ向かいます。愛好会出身選手の今後の活躍に期待しましょう！ぜひ応援してください。

なお毎年ＯＢ・ＯＧ会で募集している海外遠征支援金ですが、今年は代表となった２人からの申し出もあ
り、募集をしないことにしました。「大震災の被害があった宮城で秋に開催される東北大大会や茨城県で
開催される筑波大大会に参加し、被災地域のオリエンテーリング活動を支援してください！」とのメッセー
ジもいただきました。支援をお考え中だった方は、これらの大会にぜひお申し込みください！

夏合宿のお誘い

今年の愛好会夏合宿は8月25日（木）～28日（日）に富士山麓で実施されます。おってメーリングリスト
等で案内がまわるかと思いますが、恒例の筑波杯、常陸野杯、大コンパもあるようなので、ぜひOB・OG
のみなさんも参加してみてはいかがでしょうか？年代関係なく、昔の話を聞くだけで現役生にはとても新
鮮なようなので、「年寄りが行っても・・・」と遠慮せず、現役生と交流、あるいは叱咤激励しに行ってみて
はいかがでしょうか？

今年の愛好会会長の小川さん（09年入学）と柳川さん（09年入学）、根岸さん（10年入学）からもお誘い
がありました。

多田宗弘（93年入学） MTB-O日本代表

今年もマウンテンバイクオリエンテーリング世界選手権大会（以下、MTBWOC)に挑戦することになりました。例年の
ことで恐縮ですが、今年も応援よろしくお願いします。

＜場所＞
イタリア ベネチアの近く

＜日程＞
8月20日 現地入り
8月22日 ロング予選・開会式
8月23日 ロング決勝
8月25日 ミドル決勝
8月26日 リレー
8月27日 スプリント・閉会式・バンケット
8月28日 観光
8月29日～30日 帰国

去年（ポルトガル）は準備が足りず、いまいちな結果に終わりました。（それでもロングＢファイナルでトップになる
（日本人初）など、一定の成果は出しましたが・・・）

今年は非常に順調に準備ができています。武者修行として取り組んでいるＭＴＢの公認大会やシクロクロスでもあ
る程度の結果が出るようになりました（ポイントなどのルールの制約で、まだ下位カテゴリーにいますが）。総合力で見る
と、去年の同時期より５％は速くなっています。なので、今年は過去最高の結果を出せるはずです。目標はミドル・ロング
で30位以内。スプリントもあわよくば３０位以内。（男子の過去最高はミドル42位（堀江守弘選手）、ロング46位（自分））

なお、今年は特に女子に注目です。フットＯの2005年日本代表だった宮内佐季子選手、普通にやれば6位入賞でき
るだけの力をすでに持っています。メダルを取れるかどうか、注目しましょう。

ぜひ夏合宿にお越しください！

スケジュール：
25日バリＯ、 26日観光
27日筑波杯（テレイン：鳥追窪（2011全日本大会テレイン））

大コンパ（会場・宿泊：村山ジャンボ)
28日常陸野杯（テレイン：鳥追窪or丸火自然公園）

#####申し込み先・問い合わせ先#####
大コンパ・宿泊：小川(2009年入学・現3年)
koougahewai@yahoo.co.jp
筑波杯・常陸野杯：日暮(2007年入学) 
aquarius_asterisk@yahoo.co.jp



35周年記念事業収支報告

昨年度に実施しました35周年記念事

業ですが、おかげさまで記念パーティー・
記念誌とも無事に開催・発行できました
ことを改めて御礼申し上げます。特に大
変ご尽力いただいた伊東さん（03年入学、
パーティー実行委員長）、常住さん（06年

入学、記念誌編さん委員長）をはじめ実
行委員会役員の方々、出演・原稿等でご
協力いただいたみなさまへ大変感謝い
たします。

愛好会現役生も刺激を受け、OB・OG
に負けまいと自分たちの活動を見直して
いるようです。現役生に限らず、35周年

という節目がなにかのきっかけとなって
皆さんの人生にちょっとしたアクションが
起こったならば、発起人としては大変嬉
しく思います。

最後になりましたが、35周年記念事業

について右の通り収支を報告いたします。
黒字分はOB・OG会の予算に組み込み、

今後の活動に有効に利用させていただ
きます。なお詳細は今年度の総会でも説
明いたします。

OB・OG会世話人代表 小泉 成行

収入の部
項目 金額
記念誌のみ（社会人A＋外部） \108,000
記念誌のみ（社会人Ｂ） \2,200
記念誌振込余剰金寄付金 \300
記念誌（社会人A） \127,500
記念誌（社会人B） \40,000
記念誌（学生） \6,000
パーティー（社会人A） \310,000
パーティー（社会人B） \73,500
パーティー（学生） \9,000
パーティー（司会） \2,000
二次会（社会人A，B） \174,000
二次会（学生） \6,000
二次会（役員） \13,500
パーティーご祝儀 \30,000
合計 \902,000

支出の部
項目 金額
パーティー一次会 \349,760
パーティー二次会 \169,300
記念誌製本費用 \190,050
記念誌発送費用 \15,750
賞品用商品券 \20,000
事前準備交通費 \35,960
当日交通費、昼食補助 \17,060
役員打ち上げ補助 \48,000
その他印刷費用 \9,165
その他消耗品 \4,034
合計 \859,079

収支 \42,921

筑波大学オリエンテーリング愛好会創立35周年記念事業会計報告

小泉成行（98年入学） WOC日本代表
３年ぶりに世界選手権の舞台に立てる喜びを心から噛みしめています。

もう一度目指そうと決めた２年前から、これまでの倍以上の距離を走りこみ、
トレーニングを積んできました。今年は初めてロングを走ります。これまでと
は違う世界が見えるのではないかと期待しています。

震災があって日本チームは世界から注目されることでしょう。その注目
に値する姿を見せてきたいと思います。応援よろしくお願いします。

世界選手権 8/13-20 フランス サボア地方にて開催
http://www.woc2011.fr

もし競技に興味を持たれたのであれば、言ってください。競技者が少ないので、フットＯに比べるとかなり簡単に代
表になることができます。（世界で通用するかどうかは別として・・・）

がんばります。

現役生のみなさんへ
続けてればいつか速くなれます。自分の大学時代は、ロング２９位が最高、ミドル（当時はショート）はＢファイナル、

団体戦は１度も走ってません。そんな人間でも続けてれば全日本ＭＥで７位を２回取るくらいにはなれます。なので、
みんながんばって。

また、大会会場にはたくさんの筑波ＯＢ，ＯＧがいます。その中には、自分なんぞ足元にも及ばないような能力・実
績を持っている人がわんさかいます。そういうＯＢ，ＯＧも君たち自身の財産です。積極的に有効活用してください。

まあ、大会会場とかで気軽に声をかけてもらえれば。（こちらからも声かけると思いますが）



編集後記

お問合せ先：筑波大学オリエンテーリング愛好会に参加した人たちの会
〒270-0164 千葉県流山市流山5-2-301 小泉成行気付

電話：04-7150-1844（留守電あり） E-MAIL：comcom.tsukuba@gmail.com
こむこむオンライン：http://www.orienteering.com/~comcom

OB・ＯＧ会 賛同金募集および口座変更のお知らせ

OB・OG会の活動は賛同金の収入により支えられております。当会の活動に賛同くださる方は，賛同金
（年：1,000円）へぜひご応募ください。

なお他銀行からゆうちょ銀行へのお振り込みもほとんどの銀行で行えるようになりましたので、世話人
代表の個人口座へのお振り込みは停止いたします。

ご面倒おかけしますが、賛同金は下記の口座へお振込みください。お振込み後 事務局へご一報いた
だけますと大変助かります。なお大変恐縮ですが、振込手数料はご負担いただけますようお願い申し上
げます。

もちろん大会会場等で役員へ直接お渡しいただく方法も承ります。

ゆうちょ銀行からのお振り替え先：00130－4－112794 加入者名：筑波大ＯＢ愛好会
他銀行からのお振り込み先 ：ゆうちょ銀行 ０１９店 当座 0112794 筑波大ＯＢ愛好会

※ 夫婦会員は1名分の賛同金でご夫婦分として承ります。

私を含めて何名かのＯＢ・ＯＧが住んでいる流山市は放射線量が多いホットスポットとして有名な街になっ
てしまいました。これらのリスクが表立って現れるのは10年後くらいでしょうか。大丈夫さと思う一方で、不

安になる気持ちも正直なところあります。いわんや福島県内に住む方々の不安やいかばかりか。
筑東北で遠征した浜通りの街並み。そこを通って東北遠征ができる日が１日でも早く戻ってくることを願う

ばかりです。 小泉（98年入学）

【速報】筑波大学は平成25年度からついに二学期制になるとのことです。

今年は筑波大大会復活！ということでOB・OG総会も筑波大大会の会場（またはその周辺）にて開催い
たします。2010年度の決算、2011年度の予算承認の時期としては遅くなる上に、会場の状況によっては
寒い中での開催になるかもしれませんが、多くのOB・OGの皆様に大会にも総会にもお越しいただきたい
ので、その旨ご理解賜りますようお願い申し上げます。

大会の詳細が発表され次第、総会についても詳細を詰め、メーリングリスト等を通じてお知らせしてまい
ります。ぜひ皆さんお誘い合わせの上ご参加くださいますようお願い申し上げます。

OB・OG総会は筑波大大会会場にて

記

日時：2012年1月14日（土） 午後
会場：筑波大学オリエンテーリング大会会場（またはその周辺）
議題：2010年度決算報告、2011年度予算承認、役員選挙、35周年記念事業収支報告 ほか

以上


