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日光インカレ２０１２ 迫る！
今年も春のインカレがもうすぐです（2013年3月7-10日開催）。今年は日光インカレ、しかも99年インカレ
以来の日光所野地区での開催です。今年の筑波大学は各学年で競い合いがあり、充実した状態でイン
カレを迎えられているようです。
9日（土）はミドルディスタンス。予選決勝方式から本番１本勝負となって4回目のミドル。選手権の頂点
を決めるA選手権には男子は野本圭介さん（11年入学）、村瀬貴紀さん（12年入学）の2名、女子は柳川
梓さん（09年入学）が出場します。
柳川さんは12月の関東セレクションでも3位に入っており、インカレでの入賞の期待もかかります。野本
さんもまだ2年生ながら中学生の頃からオリエンテーリングに取り組んでいる経験を活かして、関東セレ5
位など各地の大会で上位に入りエースとして活躍しています。昨今、男子選手権は日本代表候補選手が
複数人いるなど全国的にハイレベルな争いとなっていますが、その中でどこまで上位に食い込めるか注
目です。村瀬さんはまだ1年生ながらもセレクションを通過、昨年の野本さんに引き続き2年連続での男子
新人特別表彰目指してA選手権を走ります。またＢ決勝には男子松井俊一さん（11年入学）、根岸真衣子
さん（10年入学）が出場します。
最終日10日（日）は恒例のリレーです。今年のメンバーは取材時にはまだ決まっていないようでしたが、
上で触れた男女両エースを軸に決まっていくのではないかと思います。特に男子は各学年の中に実力が
伯仲した選手が複数人いることがOBの目から見ると好材料にように思います。切磋琢磨し合っていくうち
に気づけば実力がアップしていた、という経験は多くのOB・OGの皆さんもお持ちではないかと思います。
そんな中で１年間を過ごした今年の筑波大学がどんな走りを見せるのか、ぜひ注目してください。なお、
男子選手権では東京大学が初めての４連覇をかけて挑む大会としても注目されています。
最後のインカレを迎える4年生の片桐さん、柳川さんと共に女子でリレーに出られない苦しい時期を乗り
越えてきた3年生の根岸さんにインカレに向けた抱負を聞いてみました。

片桐 拓登 さん（09年入学）
今年はエリートにはなれなかったが一般クラスで筑波
大として表彰台に上る人を１人でも増やせるようにが
んばりたいです。去年ミドルは野本の特別表彰１つ
だったので２人以上の表彰者を出したいです。
リレーは昨年１４位は超えられるよう、入賞、１ケタを
現実的な目標にやっています。

←1年生の村瀬さん（左）、栗原さん（中）と一緒に

根岸 真衣子さん（10年入学）
３年間やってきたことを活かしてよいレースをしたいで
す。尾根・沢で迷うことが多いので、弱点を克服し、冷
静なレース運びをしていきます。
目標であるＢ選手権、優勝めざしてがんばります。

2012年度日本学生オリエンテーリング選手権大会
http://www.orienteering.com/~ic2012/

第33回筑波大大会 初の学内開催
2012年9月30日、筑波大学内で第33回筑波大学オリエンテーリング大会が開催されました。ス
プリント競技として開催、一部上位クラスでは予選・決勝方式が取られました。このスタイルは、
2007年の第30回大会水元公園以来5年ぶりです。
当日は夕方に関東地方に台風が接近するというあいにくの天気予報。その予報を見越して、
決勝ではスタート時間を早め、かつ予選の順位によらないフリースタート方式が取られ、時間短
縮が行われました。
その甲斐もあって参加者のみなさんは天気が悪くなる前にレースを終え、帰路に着くことがで
きました。表彰式などは盛り上がりにかけてしまったようですが、台風接近で交通機関が大いに
乱れたことを考えればよい決断であったと感じた人は多かったようです。
さて肝心のコースについては、予選が体芸エリアを中心に、決勝は虹の広場から２学、３学、１
学、体芸エリアと南に下ってくるコースでした。筑波大生だったみなさんならばよくご存じのとおり、
立体構造の複雑な建物群の間をうまくすり抜けるルートチョイスが必要なコースでした。かつ
我々のようなよく知っている者にとっても新鮮な回しでコースが組まれており、ＯＢ・ＯＧながら苦
戦した人も多かったようです。
いくつかのスプリント特有の地図表記や計算センターの処理に問題があったところもありまし
たが、復活して２回目の大会、まだまだこれから大会運営スキルが蓄積されていく期待を感じさ
せました。また前回の大会からわずか9ヶ月での開催や、若葉の大会を思い出すつくば市民クラ
スの実施など、現役生たちの努力も多々感じる大会でした。
なお大会前日には灯禾軒でＯＢ・ＯＧ懇親会を開催、さらに学内開催であるメリット（？）を活か
し、前日準備を終えた現役生たちも合流し、ＯＢ・ＯＧ・現役交流会となりました。大会昔話をした
り、現役生の相談に乗ったりといった場面が見られ、大変盛り上がりました。

2012年度のOB・OG会総会を開催しました
上で紹介した第33回筑波大大会会場にて2012年度のOB・OG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、昨夏に海外遠征した日本代表選手からの報告、インカレ広告
作成担当者の協力者募集などを行いました。インカレ広告は山本紗穏里さん（07年入学）が手を挙げて、
作成を取りまとめていただきました。春インカレのプログラムに掲載されています。
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/

揺れたインカレロング2012 足柄から富士へ
2012年度の秋インカレ、インカレロングは2012年12月2日にJOA公認大会の東日本大会と共催で神奈
川県南足柄市で開催される予定でした。ところが大会10日ほど前に東日本大会の中止が発表され、イン
カレロング開催についても未定、という状況になりました。
なぜか？大会実行委員会とJOA宛てに「東日本大会を中止せよ。開催されれば危害を及ぼす」という
旨の脅迫状が複数回届き、警察と協議した結果、参加者の安全を考え、大会を中止にするとの決断が
下されたのです。インカレはなんとか開催したい、ということで急遽、同じ日程で場所を移して開催される
ことが決まりました。しかし脅迫の目的も脅迫した犯人像もわからないため、開催場所を移したインカレロ
ング会場やテレインにて事件が発生しないとも限りません。準備は極秘裏に進められ、その情報は当初
参加予定だった人たちにのみ限定して知らされました。
当日はみぞれ混じりの雨が降る、冬の到来を感じさせる寒い日でした。警備のスタッフが巡回する物々
し状況で、静岡県富士市の富士山こどもの国を会場にインカレロングが開催されました。アウトドアス
ポーツに対する許せない愚行に負けじとインカレ会場は例年以上の熱気に包まれていたように思います。
さて、肝心のレースの様子ですが、女子選手権で柳川さんが9位という高順位をとりましたが、他の筑波
大選手は富士のテレインに苦戦をした様子でした。しかし最後まで帰ってくる選手を待つ様子などは、他
の大学に負けていない雰囲気で、春インカレ以降の巻き返しも期待できそうです。なお宮川祐子さん（81
年入学）のご令嬢である宮川早穂さんが1年生ながら準優勝を果たされました。また3位の田中千晶さん
も田中和夫さん(82年入学)、水穂さん(84年入学）ご夫妻のご令嬢です。愛好会ジュニアが活躍する時代
です。
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夏合宿盛況に開催
2012年8月25-26日に日光で愛好会恒例の夏合宿での筑波杯・常陸野杯が開催されました。
今年はOB1年目は池田さん1人のみ、かつ彼は特別な仕事に就職されたため筑波杯・常陸野杯の運営
者がいないという事態になっていました。そこで現役生から依頼を受けてOB・OG会で運営者を募り、武
藤さん（84年入学）、阿久津さん（90年入学）、小暮さん（95年入学）、立川さん（98年入学）、千葉さん（04
年入学）に手を挙げて頂きました。また小暮さんが所属するES関東Cの夏合宿と合同レースという形を
とっていただき、例年以上に盛り上がった夏のレースとなりました。運営してくださったみなさんには感謝
いたします。
なお、筑波杯は男子が2年生の鹿嶋勇さん、女子が3年生の柳川梓さんの優勝でした。常陸野杯は
オープン参加を含む全てのチームを抑えて現役生2年生チーム（松井-鹿嶋-野本）が優勝しました。

愛好会出身選手、世界の舞台に挑む
この夏はロンドンオリンピックも開催されましたが、オリエンテーリングの各種国際大会も盛り上がりました。
その日本代表として今年も愛好会関係者が出場しました。
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
フットＯでは宮本 知江子さん（82年入学）もチームスタッフとしてスイスへ遠征されました。
なおそれに先立ちましてOB・OG会で募集しました遠征援助金には、武藤さん（84年入学）、加曽利さん
（93年入学）、立川さん（98年入学）より合わせて55,000円をいただきました。ありがとうございました。援助金
は3選手に渡し、遠征に役立てていただきました。
また代表３選手には9月の筑波大大会会場にて開催されたOB・OG総会にて報告を行っていただきました。
多田選手は「今年のハンガリーは「練習と本番がリンクしなかった」。MTB-Oなのに道じゃないところを走ら
せるのが前提のコース。今の日本ではそんな練習はできません。練習量は去年より多かったのですが、それ
が結果につながらなかったのが非常に悔しいです。」という悔しさをにじませながら語られました。
山本選手は「久しぶりの海外遠征で、（前の遠征の時の）歯が立たない感じをまた味わうかもしれないとい
う不安があった。実際の結果は確かにその通りだったが、合宿などを通じて今までやってこなかった基礎練習
などを行い力が上がったとは感じる。上のステップを目指してがんばりたいと思えた」と世界の壁の高さを感じ
ながらも前向きなコメントを残されました。
小泉選手は「昨年よりは僅かながら順位を上げることができたし、パフォーマンスもよくなったと感じられる
レースができた。チームの中では最年長に近づきつつあるが、これからは世界を目指してきた中で培ってきた
ノウハウを若い人に伝えながら、日本チームとしてよりよい結果を出せるようにもしていきたい。」と話されまし
た。この冬からはコーチ兼任選手として日本チームの育成にも携わられているとのことです。
現在の愛好会現役生には全国で注目される選手も何名かいますので、今後も若い世代を中心に日本代
表選手が生まれることが期待されます。ぜひ母校の代表選手へ熱いご声援とご支援をいただけますようお願
いいたします。
山本紗穏里選手の結果
ロング女子
1位 Feer, Isabelle
60位 Saori, Yamamoto
スプリント女子
1位 Duchova, Iveta
52位 Saori, Yamamoto
ミドル女子
1位 Forsgren, Lilian
66位 Saori, Yamamoto

SUI
JPN

1:05:32
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24:04
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29:39
54:51

小泉成行選手の結果
ロング予選
1位 Olav Lundanes
NOR
26位 Shigeyuki Koizumi
JPN
リレー
1位 Czech Republic
31位 Japan（小泉－松澤－寺垣内）
多田宗弘選手
ロング予選 ヒート１
1位 Lauri Malsroos
20位（通過）Munehiro Tada
ロング決勝
1位 Gritsan Ruslan
53位 Munehiro Tada
スプリント
1位 Tobias Breitscha
66位 Munehiro Tada

59:03
1:17:20
1:40:00
2:25:30

EST
JPN

1:12:00
1:24:09

RUS
JPN

1:30:41
2:01:05

AUS
JPN

0:24:45
0:36:27

ミドル
1位 Samuli Saarela
64位 Munehiro Tada
リレー
1位 Finland
20位 Japan（多田-羽鳥-源後）

FIN
JPN

0:50:49
1:02:19
2:16:04
2:54:06

OB・OG役員にサポーター追加
OB・OG会の役員業務を手伝ってくれるサポーターとして2013年4月より常住紗織さん（06年入
学）、片桐拓登さん（09年入学）に加わって頂くことになりました。ＯＢ・ＯＧ会の実務部分を手伝っ
ていただき、次世代の役員として活躍を期待しています。
常住さんは茨城県出身、現在もつくば市内に勤務・在住し、筑波大のオフィシャルもするなど、
現役生と近い立場にある若手ＯＧです。片桐さんはこの３月に卒業で、巻頭記事の写真にもある
ように後輩から大変慕われているだけではなく、先輩となる若手ＯＢＯＧからも絶大な信頼を置
かれている頼もしい青年です。ぜひ２人へのご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

常住さん→
←片桐さん

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。

編集後記
一昨年にナビゲーションに関する本を村越真氏と共著で出版しました。時々忘れた頃に印税が
入ってきますが、これがまぁ高校生のお小遣い程度の金額。もちろんいただけるだけでも大変あり
がたいのですが、印税で暮らす夢のような生活とは本当に夢のような状況なのだと実感する日々
です。
よろしければぜひどうぞ。「山岳ナビゲーション」（エイ出版社）、全国の書店やアマゾンにで好評
発売中です。
小泉（98年入学）

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

