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筑波大大会 ついに学内で開催！

第33回筑波大学オリエンテーリング大会 概要

主催
筑波大学体育会オリエンテーリング愛好会

日程
2012年9月30日(日) 雨天決行・荒天中止

会場
茨城県つくば市 筑波大学筑波キャンパス 学内施設(未定)

地図
2012年リメイク (旧図「森を駆ける恋人たち」)

形式
ポイントオリエンテーリング・スプリント競技

大会役員
実行委員長・・・松井俊一(2011年度入学)
運営責任者・・・鹿嶋勇(2011年度入学)
競技責任者・・・清水家齊(2011年度入学)
総務責任者・・・木間光(2010年度入学)
渉外責任者・・・竹下和希(2011年度入学)
作図責任者・・・野本圭介(2011年度入学)

大会公式ホームページ：
http://www3.hp-ez.com/hp/tsukubadaitaikai-33/home

「第33回筑波大大会」で検索
または愛好会ＨＰ（http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~aikoukai/）から
【メインコンテンツ入口】→【大会公式ＨＰ】へ

今年1月、3年ぶりに復活を遂げた筑波大大会ですが、今年度の開催も決定しました。
第33回大会は2012年9月30日（日）に開催されます。開催地は、なんとと言うべきか、ついにと言うべき
か、とうとうと言うべきか、筑波大学内での開催です！ご存じ「森を駆ける恋人たち」をリメイクして、スプリ
ント競技が実施されます。詳細は要項の発表待ちですが、現役2年生が中心となって準備を進めていま
す。
様々な理由でこれまで開催されてこなかった学内での大会。学内マップで遊び、トレーニングし、学び、
生活してきた私たちＯＢ・ＯＧにとっては、かつてのキャンパスライフを懐かしみながらオリエンテーリング
も楽しめるまたとない機会です！往年の経験を活かして大会では上位が狙えそう、と思っているそこのあ
なた！ここ数年で学内もだいぶ変わってきましたのでそんなに甘くはありませんよ。そんな変化もぜひ楽
しんでください。
また前日からかつての仲間たちを誘って懐かしいあのお店で近況を報告し合う、そんな楽しみ方もあり
ますね。その際にはＯＢ・ＯＧ会のＭＬなどもぜひご活用ください。
さらにＯＢ・ＯＧ会の総会も合わせて開催予定です。ぜひみなさんお誘い合わせの上ご参加ください。

実行委員長 松井さん（11年入学）から

昨年度に開催された第32回大会の運営を通して、オリエンテーリング大会の運営はただひ
たすらに大変だという印象を受けていたので、今年度も開催するかどうか全体会で話し合った
時は、交通費や時間の都合上、学外で開催するならやりたくないというのが本音でした。しか
し、学内での大会開催について駄目元で学生課に問い合わせてみたところ、意外にも好感触
であったため、それならばということで第33回大会の開催に踏み切りました。大会役員は私を
含めほとんどが運営に不慣れな2年生ということで、渉外や地図調査など様々な点で苦労し
ていますが、先輩方の助力を得て開催に向けて少しずつ前進しています。
また、今年度は13人もの新入生が入会して会員数は29人となりました。人数が増えた事は
もちろんですが、新入生が進んで練習メニューにはないトレーニングをしたり、上級生に地図
読み指導を依頼したりする姿は強豪筑波の再来を予感させます。そんな中で、伝統ある筑波
大大会の実行委員長をやらせていただくことを誇りに思います。第33回筑波大学オリエン
テーリング大会の日程は9月30日(日)、競技形式は個人によるスプリント競技(ポイント・オリ
エンテーリング)、テレインは筑波大学筑波キャンパス内「森を駆ける恋人たち」です。いままで
なかった筑波大学内での大会開催となります。ぜひ皆様お誘い合わせのうえご参加いただき
たいと思います。よろしくお願いします。



正月気分がようやく抜けて来はじめた1月14日、茨城県石岡市にある常陸風土記の丘公園に
て第32回筑波大大会が無事に開催を迎えました。2008年秋の31回大会以来実に3年ぶりの復
活です。今年はリレー競技形式の大会。筑波大大会でのリレーは、同地で2003年に26回大会で
実施されて以来です。テレイン名もそのときと同じく「獅子頭」。
大会当日は正月晴れらしい穏やかな天気でした。参加者数は110名強。多すぎず、少なすぎ
ず、久しぶりの大会運営にはちょうど良い人数だったのではないかと思います。そんなこともあり、
大きなトラブルもなくレースはスタートし、リレー競技を楽しむことができました。ほのぼのとした
雰囲気で、家族連れの方たちにも好評だったようです。
大会には多くのＯＢ・ＯＧが所属クラブや同期チーム、近い世代の仲間たちとチームを組んで
参加しました。OBOGの人数自体はこれまでの筑波大大会と大きな違いはなかったように感じま
すが、全体の人数が少なかった分、愛好会OB・OGの割合が高く感じられました。巻頭でも紹介
したとおり、今年9月には第33回大会が学内で開催されます。今年も多くのOB・ＯＧのみなさん
に大会で会えることを楽しみにしています。

第32回筑波大大会 リレー大会盛り上がる

上で紹介した第32回筑波大大会会場にて2011年度のOBOG会の総会が開催されました。
会計報告、予算承認などが行われた他、2012年度～2013年度の2年間のOBOG会役員が選挙により
決まりました。代表：小泉（98年入学）、会計：杉崎（01年入学）、事務局：立川（98年入学）は留任、事務局
の坂岡（04年入学）に代わり、石松純（いしまつ・あつし 06年入学）が立候補し、信任されました。
これから２年間よろしくお願いします。総会の詳細についてはこむこむオンラインをご覧ください。

こむこむオンライン：http://www.orienteering.com/~comcom/

2012-13年度のOB・OG会役員が決まりました
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団体戦男子選手権

春インカレ2011 滋賀
2011年度の春インカレは滋賀県の希望ヶ丘公園にて開催されました。国内屈指の難テレインを舞台に
ミドル競技とリレー競技が実施されました。
個人戦では男子選手権で1年生の野本選手（11年入学）が秋のロングに引き続き新人特別表彰を受け
る好成績を獲得しました。女子選手権では柳川選手（09年入学）が入賞まであと一歩の8位と健闘しまし
た。リレーでは男子は昨年より順位を上げて14位を獲得しました。女子は筑波大学単独では08年度足柄
インカレ以来3年ぶりに出場を果たしました。残念ながら失格となってしまいましたが、上位争いに絡むポ
テンシャルを発揮。今年度のインカレでの活躍が大いに期待できます。
リレー男子選手権では東京大学が男子として初めて３連覇を達成、女子は金沢大学が初優勝しました。
個人戦、リレーで活躍した柳川さんへのインタビューを紹介します。
（4月10日 インタビュアー：小泉 98年入学）

－インカレお疲れ様でした。
柳「ありがとうございます。楽しいインカレでした。
－どんなところが楽しかったですか？
柳「いろいろありますが、愛好会全体で交流を深めることが
できてよかったです。特に１年生とは冬まであまり一緒に
何かをすることがなかったので。１月の大会運営を通じて
モチベーションを上げる姿も見られよかったです。
－ミドルは入賞まであと一歩でした。
柳「ミドルは正直あまり期待されておらず、気負いなく走れました。
トップスタートで１つ前スタートの小泉香織さん（津田塾）に追い
つき、チェイシングレースになりました。最後に欲を出してしまい、
（ミスをして）入賞圏外に出てしまいました。今思うと残念ですが、楽しいレースでした。
－リレーでも１走トップゴールの活躍を見せてくれました。失格にはなったけど手応えはあるのでは？
柳「（失格は）残念ですが、筑波で女子の選手権リレーを走るのは初めての経験。やっぱり楽しかった
です。今年はしっかりと成績を残したいです。２走の篠原さんは１年生ながらトップクラスの走りをしま
した。ビジュアルでポスト飛ばしのミスをしてしまいましたが、彼女の成長にも期待したいです。
－今年のインカレに向けての課題は？
柳「ランニングのトレーニングはしてきていて、走力はあると思います。ただ地図読みがいまいちなので、
もっと読図のトレーニングをしていきたいです。
女子は（全国の選手とも）団子状態でなかなか
抜け出せないのですが、１つでも上を目指して
頑張ります。
－ありがとうございました。
柳「これからも愛好会への応援よろしくお願いし
ます。

柳川さん



五輪だけじゃない！ 愛好会出身選手、 今年も世界へ

この夏はロンドンオリンピックが開催されますが、オリエンテーリングの各種国際大会も開催されます。そ
の日本代表に今年も愛好会関係者がぞくぞくと決まっています。

MTB-O世界選手権：多田宗弘選手（93年入学） ハンガリー 8/20-25 http://www.mtbo.hu/mtbwoc2012.php

Foot-O世界選手権：小泉成行選手（98年入学） スイス 7/14-21 http://www.woc2012.ch/

Foot-Oユニバーシアード：山本紗穏里選手（07年入学） スペイン 7/2-6 http://www.fisu.net/en/Orienteering-2012-2762.html

なおフットＯのジュニア世界選手権（JWOC）では、宮川祐子さん（81年入学）のご息女、宮川早穂さんが
出場します。フットＯでは宮本 知江子さん（82年入学）、小暮さん（94年入学）、千葉さん（04年入学）もチー
ムスタッフとして活動を支えられています。
多田選手は昨年の大会で決勝進出ということで国内選考会免除ですでに出場を決めておられました。今

年はさらなる活躍が期待できます。山本選手は2008年のJWOC以来の代表選出です。現在は横国大に在
籍しており、横浜周辺の学生たちとも一緒に活動しつつ、がんばっています。小泉選手は昨年に引き続き、７
回目の出場となります。念願の決勝進出を目指しています。ちなみにWOCはIOCの本部があるスイス・ロー
ザンヌでの開催です。オリンピックイヤーにオリンピックキャピタルで開催し、五輪入りを猛烈にアピールする
べく大会も大いに盛り上がるのではないでしょうか。
また今年も代表遠征支援金の募集も行います。今年は特に学生の山本さんが代表として遠征しますので

ぜひ多くの方からのご協力をお願い出来れば幸いです。愛好会出身の身近な日本代表へ夏の暑さに負けな
い熱いご支援と応援をよろしくお願いいたします。

遠征援助金 お申し込み方法
①下記の銀行口座までお振り込みください。（※賛同金のお振り込み先とは異なります。）
ゆうちょ銀行からのお振り込み 10070-42699481 口座名義：小泉 成行（コイズミ シゲユキ）
他銀行からのお振り込み ゆうちょ銀行〇〇八店普通口座 ４２６９９４８
②お振込後、事務局宛にご一報頂けると幸いです。（申込受付期間7月末まで）

小泉成行選手
初めて国際大会に出たのが2002年のユニバーでした。あれ
から10年、WOCだけで7回目です。そろそろガツンと結果を残し
たいです。この冬はよいトレーニングを積めました。コンディショ
ンもよいので大会まで気を抜かず、出し切ればこれまでの結果
を上回ることができると思います。
今年もロングとリレーに出走予定です。ネット中継含めて演出
も力が入っているようです。応援よろしくお願いします。

多田宗弘選手
情報＠９３の多田です。今年もＭＴＢＯの日本代表として海外
挑戦してきます。昨年はロング22位と結果を残せたのと、去年
から今年にかけてさらにパワーアップできたこともあるので、ロ
ングで６位入賞を目標にしています。（昨年の報告会で３位目標
をぶち上げましたが・・・）
応援、よろしくお願いします。あと、ＭＴＢＯに興味のある方は
声をかけてください。

山本紗穏里選手
物理＠０７の山本です。6月28日～7月7日にスペインで開催さ
れるWUOCに出場してきます。競技歴１年強で出場した08年の
JWOC以来４年ぶりの海外なので、前回よりどの程度自分のオ
リエンテーリングができるか楽しみです。トレーニング合宿では、
いかに自分が未熟かを痛感させられるばかりですが、今の自分
のベストの走りができるよう、精一杯頑張ります。応援よろしくお
願いします。



夏合宿参加者募集！

今年も夏合宿の季節が近づいて来ました。夏合宿と言えば筑波杯、大コンパ、常陸野杯！毎
年楽しみにしているOB・OGも多いことかと思います。
さて筑波杯と言えば毎年OB1年目が運営するのが慣例となっていました。しかし今年のOB1
年は一昨年の35周年記念パーティーでも紹介がありましたが池田さんただ1人。しかも勤務先の
都合もあり運営するのが厳しい状態となってしまいました。そこで現役生からOBOG会へ運営者
募集の打診があり、小暮さん（94年）、八尋さん（90年）、武藤さん（84年）、千葉さん（04年）らが
続々と手を挙げていただき、開催へと進み始めることができました。
今年は愛好会のホームテレインと呼ばれた日光。ちなみに3月の春インカレも日光（の予定）で
す。夏合宿と今年一年の愛好会を盛り上げるべく、ぜひ皆さんでご参加ください。

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
日時：8月25日(土)～26日(日)
テレイン：未定
宿泊施設：ホテルファミテック
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

参加ご希望の方は柳川catalpasky@gmail.comまで、
8月8日(水)までにご連絡いただけると助かります。

新歓も順調！愛好会公式ツイッターをフォローしよう！

昨年の筑波杯選手宣誓の様子→

昨年のこむこむにて愛好会のFacebookページが誕生したことをお知らせしましたが、さらに今
年は愛好会Twitterも誕生しました。愛好会Twitterでは日々の活動の様子や現役生の大会成績
などが頻繁に紹介されています。さらに嬉しいことにOB・OGの結果までお知らせしてくれます。
春の話題はやっぱり新勧。今年も順調なようで愛好会の今後の盛り上がりが期待できます。

Twitterは見るだけならばアカウントを持っていなくても可能です。アカウントを持っている方はも
ちろんフォローして、愛好会の様子をチェックしてみてはいかがでしょうか？意外と元気をもらえ
たりしますよ。

愛好会Twitter：https://twitter.com/#!/tsukuba_OL

愛好会Twitter 最近のつぶやき（抜粋）

5月19日：スポデー運営も無事に終わりました。現在は上級
生によって2年生向けの地図調査講習会が行われています。

5月18日：本日は来月末に関東インカレ(ロングセレ)が行わ
れる日光・不動の滝(南)の地図読みを行いました。
（右の写真付き）

5月18日：【5月活動報告3】今週は月曜にループ＋3F階段数本、火曜は技トレ(宇根峠地図読み)、水曜
は昼に不動峠で坂トレする者、夜に桜あたりをjogする集団、深夜にループjogする者などがいたようです。
木曜は役員会(幹部MT)でした。

5月4日：女子21Aクラス’(=年齢無制限)では柳川梓(社会4)が17位、また女子20歳以下クラスでは篠原
咲(地球2)が見事2位入賞となりました!! おめでとうございます。

5月1日：そして本新歓。都合がつかず、残念ながら入部予定の新入生全員参加というわけにはいきませ
んでしたが、多くの新入生がきてくれました！今年は12,3人の新入生を迎えることとなりました。ひとまず
新歓は一区切りとなりますが、まだまだ部員募集中です★気軽にのぞいてみて下さい！



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
〒428-0416 静岡県榛原郡川根本町田代346番地 小泉成行気付

電話：0547-59-3707（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、
ぜひ賛同金（一口：1,000円）へのご協力をお願いいたします。
賛同金は下記の口座へお振込みください（ゆうちょ銀行へのお振り込みはほとんどの銀行から
行えます）。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。
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
※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。

一口：1,000円 ※ 夫婦会員は1名分の賛同金をご夫婦分として承ります。
特典：お振り込みいただいた方には会員名簿・お知らせをお送りします。一口一年分。

私事ですが、先の２月に結婚しまして、静岡県は大井川の上流、川根本町へ引っ越しをしました。
現在はオリエンテーリングをはじめ様々なアウトドアスポーツのイベント運営や企業・学校研修へ
の活用、ナビゲーション講習会、オリエンテーリングウェアの販売などを生業として生活しています。
川根本町は南アルプス登山の玄関口であり、ＳＬやアプト式鉄道も走り、自然豊かな町です。ぜ
ひお近くにお立ち寄りの際はご連絡ください。おすすめスポットを紹介いたします！

小泉（98年入学）

巻頭でもお伝えしたとおり今年の筑波大大会は学内での開催！ということでOB・OG総会も筑
波大学内にて開催いたします。2011年度の決算報告、2012年度の予算承認等を議題とする予
定です。詳細は大会の概要が発表され次第、随時お知らせいたします。大会と合わせてぜひご
出席ください。

OB・OG総会は筑波大大会会場にて

記

日時：2012年9月30日（日）
会場：第33回筑波大学オリエンテーリング大会会場（筑波大学内）
議題：2011年度決算報告、2012年度予算承認、提案議題 ほか

以上


