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金沢市民スポレク祭 OL大会 
平成 26年 10月 5日（日） 於：金沢市 キゴ山 

担当 松室 隼人 

 

2014年度の金沢市民スポレク祭。毎年恒例、キゴ山研修センターを会場に開催されました。 

大会当日は、台風が近づいているため、天気は下り坂。キゴ山は、じっとしていると肌寒く感じま

す。 

悪天候のため、参加者数は伸び悩みましたが、それでも 50名くらいの参加者が会場にいらっしゃい

ました。 

 スタートしてすぐ、心配していた雨が、とうとう降り出した。風も強くなってきます。もちろん、

オリエンテーリングは悪天候でも中止にはなりません。むしろ悪天候の方が、オリエンテーリングっ

ぽいのではないでしょうか？ 

 今回の大会は、金沢大学から多くの参加者がいらっしゃいました。雨という天気にも関わらず、男

子も女子も全力で駆け抜ける姿は、さすがだなと思いました。インカレも近かったため、よい調整に

なったのではないでしょうか？ 

 Aクラスは、若干難しめのコースだったと思います。 

金沢大学の上回生はちょうどいいくらいだったかもしれません。 

新人にとっては、お腹いっぱいだったかもしれません。 

 私は、大会中は主に写真撮影をしていました。選手が走っている写真を撮るのは難しいです。特に

景色とポストと走っている人をすべて含めた写真を撮るのがほんとに大変です。写真撮りの技術も高

めていきたいと思いました。 

 

【成績】 

男子 A 
   

女子 A 
  

1位 大竹 達也 36：41 金沢大学 
 

1位 野沢 麻乃 59：48 金沢大学 

2位 辻 翔太 37：50 金沢大学 
 

2位 山梨 栞 1：01：47 金沢大学 

3位 鈴木 宏明 44：40 金沢大学 
 

3位 木村 史依 1：05：59 金沢大学 

男子 B 
   

女子 B 
  

1位 西村美樹彦 58：15 金沢市 
 

1位 植木 典子 1：30：35 金沢市 

2位 野泉 賢作 58：56  
 

初心者   

3位 植木一也 1：31：43 金沢市 
 

1位 孫田 三郎 35：10 金沢市 
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インカレロング 2014を終えて 

平成 26年 10月 11日（土）～13日（月・祝） 福井県あわら市 

金沢大学オリエンテーリング部 大竹達也 

 

年に二回あるインカレの一回目、インカレロングディスタンス競技部門が 2014年 10月 11日から 13

日にかけて、福井県あわら市トリムパークかなづを会場として行われました。 

北陸の地でインカレが行われるのは 2001年に石川県加賀海岸でショート競技が行われて以来 13年ぶ

りの開催で部員にとっては初の地元開催ということで、金沢大学オリエンテーリング部では部員一丸と

なって、インカレロングに向けて取り組んでいきました。また、運営には金沢大学の OBOGや石川県オリ

エンテーリング協会の皆様が多数関わっており、その恩に報いたいという思いもありました。 

 当日は雨も心配されていましたが素晴らしい秋晴れとなり、気持ちよく北陸の難テレインあわら迷図

を走ることができました。 

 結果としては、総メダル数こそ昨年に劣りましたが、3年の五味がロングディスタンスとして過去最

高タイの選手権 4位入賞、また、4年の松澤が選手権 29位で 2年ぶりに北信越学連男子にロングディス

タンス部門の枠をもたらしました。女子選手権では昨年よりも枠が増えたり、一般の部でも入賞者を出

すなど、金沢大学の活躍が目立ちました。 

 

女子選手権の部入賞者 左から 4番目が 3年 五味 一番右は OG1年目の横山 
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応援する部員 

 

次回のインカレは 2015年 3月 6日から 8日に愛知県で行われるインカレミドルディスタンス競技リレ

ー競技です。 

金沢大学オリエンテーリング部では部員同士切磋琢磨しあって、各個人の目標や団体目標のリレー選

手権男女同時入賞を目指して日頃、練習をしています。 

 最後になりましたが、今回インカレロングを運営してくださった OBOG、石川県オリエンテーリング協

会の皆様にここでお礼を述べさせていただきたいお思います。 

ありがとうございました。 

 

【公式 HP】 

http://www.orienteering.com/~icl2014/ 

 

第 31回金沢大学オリエンテーリング大会開催！ 

【開催日】        2015年 4月 5日(日) <小雨決行・荒天中止> 9：00受付開始 

【会場】     加賀市中央公園スポーツセンター  

〒922-0431 石川県加賀市山田町リ245-2  TEL 0761-73-3939 

競技形式  ポイントオリエンテーリングによるスプリント競技 

ＭＡ・ＷＡは予選決勝方式 

 

詳しくは公式 HP   http://kindaiolc.web.fc2.com/meet/2015/      にて。 

 

 

http://www.orienteering.com/~icl2014/
http://kindaiolc.web.fc2.com/meet/2015/
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第 41回健民祭 健民オリエンテーリング大会 

兼 津幡町スポレク祭 OL大会 
平成 26年 10月 13日（月・祝） 津幡町 石川県森林公園 

石川県協会 小林 力 

 

 当日は、台風の影響があり、小雨の降る中、県内各地から 59名の参加者が訪れ、森林公園内に散りば

められたコントロールを探して駆け巡った。昨年の大雨による、公園内での大規模土砂崩れが復旧して

いない個所もあり、ルート選択が難しい場面もあった。 

 

成績【健民 OL大会】 

個人の部   

男子 A クラス（年齢制限なし） 女子 Aクラス（年齢制限なし） 初心者クラス 

①小橋 正明 

②岩田 和己 

③小林 力 

520点 

438点 

340点 

 

 

金沢市 

（参加なし）   ①中川 愛 

②大塚 勝彦 

220点 

67点 

七尾市 

男子 B クラス（満 40歳以上） 女子 Bクラス（満 40歳以上）  

①東 利正 

②水橋 豊 

③木下 和彦 

490点 

410点 

390点 

七尾市 

七尾市 

七尾市 

①寺野 友子 

②山添 正枝 

③島田 定子 

230点 

230点 

190点 

七尾市 

七尾市 

七尾市 

  

グループの部     

少年組 家族組 一般組 

（参加なし）  （参加なし）  ①山崎 弥生チーム 340 点 
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平成2６年度 JOA 表彰 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会が「長年にわたり、オリエンテーリング指導員としてその

属する地域に普及振興のため著しく功績のあった者」等に行う表彰に石川県オリエンテーリング協会の 

福田 瑞恵 理事が、平成 26年 12月 6日（土）全日本リレーオリエンテーリング選手権大会開会式に

先立ち表彰されました。おめでとうございます。 

 

福田 瑞恵 理事 

経 

歴 

昭和５４年６月に日本オリエンテーリング協会公認指導員３級資格を取得し、以

来、石川県民体育大会を含め、地元選手養成に尽力。 

 

個 

人 

の 

略 

歴 

昭和５４年６月に日本オリエンテーリング協会公認指導員３級資格取得 

平成８年４月に石川県オリエンテーリング協会理事就任。 

平成１３年４月に野外活動指導者オリエンテーリング・ディレクター２級取得 

平成２５年４月に石川県オリエンテーリング協会副理事長就任。 

平成２６年３月に石川県オリエンテーリング協会副理事長退任。 

平成２６年４月に石川県オリエンテーリング協会理事就任。 

 

  

平成2６年度 JOA 表彰を受賞して 

福田 瑞恵 

平成26年12月6日、全日本リレー大会開会式の中”JOA功績者”として表彰を受け、私でよかったのか

と戸惑いもあります。 

翌12月7日リレー大会当日、森田先生はじめ選手のみなさん足元悪い（雪）中お疲れさまでした。 

振り返れば１９７９（S５４）年3月（一次）、6月（二次）、3級指導員の講習を受け、7月修了合格とな

りました。 

きっかけは、当時登山の際の地図読みが出来ればいいなと思い、軽い

気持ちで受講し、以来35年最近めっきり減ってしまいましたが、多い時

は十数回の大会参加をした年もありました。又県内で開催された全日本

大会、全日本リレー大会、県体、市体、何れもわずかばかりの手伝いし

か出来ず心苦しく思っています。又、オリエンテーリングの走力アップ

になればと市体育協会のランニング教室に週二回の参加、他に木場潟周

回コース、憩いの森でのジョギング等、自分なりに色々と心がけ、2005

年60歳でホノルルマラソン参加完走しました。 

年齢があがるにつけ、参加クラスの出場者も少なくなりつつあり、最

近は頑張れば何とかなるとの思いもあり大会参加をめざしています。又

最近増えつつあるトレイルランにも興味を持ち、これにも、これから参

加めざして少しづつトレーニングをと思っている毎日です。 
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雪の中の全日本リレー 

森田 輝雄 

平成26年12月7日（日）、全日本リレー大会が岐阜県中津川市で開催されました。 

北陸にも寒波が襲来し、かなりの降雪でしたが、全日本リレー大会の会場には積雪があるものの、大

会運営には支障がなく予定通り開催されました。 

結果は我がXVは、一走の小生が一番ポストで大きくツボり（逆走など）60分を切れませんでした。三

走の清水さんは途中リタイアされ、チームとして失格という成績でした。 

でも、金大生で出場したMEは六位入賞と石川県の得点を獲得していました。 

 いずれにしても、XVは雪の中をオリエンテーリングが出来たことを幸せと感じています。 

 

【成績】 

ＭＥ 

１位  静岡   2：08：51 （松澤 － 長縄 － 小泉） 

２位  東京１  2：15：26 （細淵 － 真保 － 糸賀） 

３位  愛知１  2：17：09 （谷川 － 堀田 － 細川） 

６位  石川   2：26：00 （高田 － 石坂 － 北 ） 

 

ＷＥ 

１位  愛知１  1：59：48 （星  － 落合 － 守屋） 

２位  山梨   2：01：46 （山本 － 五味 － 宮川） 

３位  東京   2：10：47 （水嶋 － 伊東 － 渡辺） 

ＤＮＳ 石川   ＤＮＳ   （木村 － 松岡 － 野澤） 

 

ＭＪ 

１位  愛知   1：55：17 （橋本 － 角田 － 宮西） 

２位  愛知３  1：58：16 （岩瀬 － 和佐田－ 石山） 

３位  東京２  1：58：44 （猪俣 － 木島 － 栗本） 

13位  石川   2：24：24 （山本 － 大竹 － 野崎） 

 

ＸＶ 

１位  神奈川１ 1：26：52 （河村 － 関野 － 伊藤） 

２位  愛知１  1：30：17 （粟野 － 岡野 － 小幡） 

３位  岩手   1：30：43 （菅原 － 三澤 － 高橋） 

失格  石川   失格    （森田 － 大塚 － 清水） 
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石川県オリエンテーリング協会の平成２６年度第２回理事会が、平成 27年２月 15 日（日）に

金沢市総合体育館（第２会議室）で開催されました。議事内容の概略になります。 

石川県オリエンテーリング協会理事長 小林 力 

出席者（順不同、敬称略） 

 田辺、徳応、西村、大竹（金大）、孫田、森田（剛）、大塚、山越、平瀬、畑中、佐野、小林 

 

１．平成２６年度 事業・会計決算中間報告 

８月の県体（津幡）が台風で中止となった以外は、当初予定通り事業を行えており、決算も例年通り

の見通し。 

２．平成２７年度 協会役員案について 

数名変更し、５月の総会に諮る。 

３．平成２７年度 事業案・会計案の検討 

   平成２６年度事業及び会計と同等の内容。１２月頃にインストラクター講習会を行う予定で調整。 

４．その他 

（１）石川県民体育大会について 

 ①平成２７年度大会の申込について 検討 

オリエンテーリング競技の参加申込書に「総括表」を１枚追加する。 

→申込状況を一覧で把握するためと、大会当日運営補助員の手配のため。 

 ②平成２８年度以降の大会参加要件について 検討 

一般の部（男子・女子）に出場する場合、補欠を含め、石川県オリエンテーリング協会「個人会員」

が各クラスに１人以上在籍することを参加申込要件に追加する。 

→男女両方に出場する場合、男女それぞれ１人以上在籍が必要。 

（２）各ＯＬ大会参加料について 検討 

参加料は、個人・グループ１人につき、以下とする。 

県民ＯＬ大会（５月）、健民ＯＬ大会兼津幡町スポレク祭（１０月）ともに 

 一般   【事前】５００円  【締切後】８００円 

大学生以下【事前】無料    【締切後】３００円 

     ※ただし、健民ＯＬ大会兼津幡町スポレク祭の津幡町民は無料 

（３）会員への各ＯＬ大会参加料還元について 

参加料還元は不要とする。 

（４）器材の保管場所について 

孫田家（事務局）から畑中家（金沢の実家）へ一部器材を引き継ぐ。 

（５）その他 

 ①パーマネントコース管理について 

巡回時に異常があった場合は、異常状態を証拠に残すため、その復旧前に必ず写真に撮ること。また、

復旧後も作業結果として必ず写真を撮ること。事務局へ報告を行い、１人で対処が難しい場合、担当の

大塚氏に連絡相談すること。 

 ②事務局から 

平成２６年４月１日から平成２７年２月１４日までの問い合わせは下記の通り。 

・用具貸出 １７件  ・パーマネントコース問い合わせ  ７９件       以上  
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   都市
ま ち

が元気だから会社も元気 

米沢電気工事株式会社 
本 社/ 〒921-8588 金沢市進和町 32番地 076-291-5200（代） 

支 店/ 東京 名古屋 大阪 

営業所/ 埼玉 富山 福井 新潟 九州 白山 小松 能登 

http://www.yonezawa.co.jp 

米沢電気グループ 
北星産業株式会社          大和タクシー株式会社 

株式会社テクノブレーン       株式会社米沢ビルシステムサービス 

北斗油送株式会社          藤井商事株式会社 

大和商事（株）（しあわせの湯２）   株式会社オータム（しあわせの湯） 

大和タクシーコールネット（株）   大和自動車交通株式会社 

株式会社米沢エナジーマネジメントサービス 

石川日産自動車販売株式会社     株式会社日産プリンス金沢 

社会福祉法人若松保育園       株式会社金沢観光 

      

 


