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平成27年度地図調査講習会 
平成 27年 6月 21日（日） 於：金沢市 ふれあいの里研修館    講習会担当 小林 力 

オリエンテーリング用地図作成の基礎的な習得を目的とし、「金沢市キゴ山ふれあいの里」

研修館を会場に行いました。 

当日は、金沢大学生を中心に講義をしました。オリエンテーリング初心者が多かったことも

あり、午前中にオリエンテーリングの地図規定、コントロール位置記号説明し、まず、オリエ

ンテーリング競技で重要な地図のルールを学び、地図作成の流れの説明を行いました。 

その後、午後から調査技術の基礎を習得してもらいましたが、大雨のため、十分な実技がで

きませんでした。磁北線のみの白図を用いて、基礎技術を学んでもらいましたが、調査経験が

まったくない人や、少ない人にとっては、時間が少なかったです。 

（講義）地図記号とは            （実技）歩測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（実技）コンパスワーク           （閉講）修了書授与 
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2015／12 石川県オリエンテーリング協会事務局 孫田三郎 方 

〒921-8117 金沢市緑ヶ丘 13-13 TEL:076-241-5582 E-mail:magota@mail.interq.or.jp 
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平成27年度北信越連協 通常総会 
平成 27年 6月 27日（土） 於：石川県金沢市 医王山スポーツセンター     小林 力 

平成 27年度北信越連協の通常総会が石川県金沢市で開催され、北信越でオリエンテーリング活

動を行っている団体やクラブが集まり、意見交換などを行いました。 

決算、予算報告といった、例年の議事に加え、今回は JOAの財政や全日本大会の今後のあり方

の意見交換がされました。JOAの財政については、毎年 200万ほどの赤字が続いており、あと 3

年もすれば破綻するとの意見が聞かれました。今後は、競技登録費の値上げ、県協会への負担増

など様々な意見が議論されているようです。 

もう一つ、昨年から JOAで議論されている全日本大会の運営形態についての意見交換がありま

した。全日本選手権者を決めるコースと、若年層や高齢層のコースを一度に提供できるテレイン

の確保、コース設定、運営が難しいとの意見でした。地図の質や競技者の質がかなり上がってい

るため、都道府県やブロックで持ち回るのは各協会の負担が大きく体力を削っているのではない

か？数カ所の固定テレインを使い回す（学生インカレと同様な）方式がよいのではないか？運営

者は、各地から応援を喚べばよいのではないか？との意見でした。 

 JOAがあるからこそ、ルール統一された競技としてのオリエンテーリングがある。健康増進の

ための生涯スポーツとしてのオリエンテーリングでもある。両立させるためには難しい問題であ

ると認識させられました。 

 

第58回金沢市民体育大会 OL大会 
平成 27年 6月 28日（日） 於：金沢市 キゴ山        市民体育大会委員 小林 力 

本年も金沢市民体育大会が、金沢市キゴ山を会場として開催されました。 

前日は雨で、天気が心配されましたが、パラパラと小雨が降る程度で、競技するには丁度よい

気候になりました。天気が悪かったため、グループ参加はありませんでしたが、個人参加が 90

名程あり無事大会は終了しました。 

【成績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子Ａ　(年齢制限なし)

氏　　名 年齢 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 渡辺　壮 0時間25分55秒 金沢大学OLC

２位 松室　隼人 0時間26分30秒

３位 山本　大輝 0時間26分56秒 金沢大学OLC

男子Ｂクラス(満４０才以上)

氏　　名 年齢 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 大塚　雅三 0時間35分19秒 金沢OLK

２位 髭本　宗二 0時間35分35秒

３位 田辺　豊二 0時間40分02秒

女子Ａ　(年齢制限なし)

氏　　名 年齢 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 木村　史依 0時間33分43秒 金沢大学OLC

２位 鈴木　彩可 0時間35分12秒 金沢大学OLC

３位 山森　汐莉 0時間38分35秒 金沢大学OLC

女子Ｂ　(満４０才以上)

氏　　名 年齢 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 植木　典子 0時間47分11秒

２位 髭本　泰子 0時間51分23秒

３位 山本　陽子 0時間53分23秒

初心者クラス(年齢制限なし)

氏　　名 年齢 タ　　イ　　ム 所　　　属

１位 高島　拓也 0時間22分34秒

２位 岡田　雅美 0時間40分33秒

３位 向島　亜紀 0時間45分30秒
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開会式                   スタート 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

表彰式                   閉会式 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

第 67回 小松市民体育大会 オリエンテーリング競技 

平成 27年 7月 12日（日） 石川県小松市 

 

能美市の辰口丘陵公園で小松市体ＯＬ大会が開催されました。今年は、全国植樹祭の関係で、

小松市憩いの森が利用できず、急遽、能美市の辰口丘陵公園での開催となりました。競技はＡＢ

Ｃの３クラスに白熱したレースが展開されました。憩いの森は、園内の道も状態も変化している

ため、来年は地図の更新が必要になっています。 
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小松市民体育大会オリエンテーリング競技成績 

  
クラス 順 位 名　前 所　属 時 分 秒 備 考

1 天谷　翔吾 白山市 31 15

2 木村　洋介 大阪ＯＬＣ 39 40

3 畝林　誠 金沢市 41 24

4 山本　博司 ＥＳ関東 43 21

5 藤井　将憲 小松市 46 55

6 末政　茂 白山市 49 59

7 畑中　勝 金沢ＯＬＫ 53 27

8 澤村　一樹 金沢市 1 20 5

女子Ａ 1 山田　彩子 金沢市 56 1

1 田中　政憲 能美市 36 20

2 森田　輝雄 金沢ＯＬＫ 46 43

3 大塚　雅三 金沢ＯＬＫ 50 5

4 酒井　行雄 小松市ＯＬＫ 1 12 35

1 山本　陽子 ＥＳ関東 43 6

2 植木　典子 金沢市 1 14 48

1 多々見　和俊 かほく市 22 17

2 大塚　勝彦 富山市 1 13 24

1 岡田　まさみ かほく市 23 11

2 小林　舞香 金沢市 55 25 家族4人

男子Ａ

男子Ｂ

女子Ｂ

男子Ｃ

女子Ｃ
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第67回石川県民体育大会 OL大会 
平成 27年 8月 9日（日） 於：中能登町 「鳥屋」      県民体育大会委員 小林 力 

第 67 回石川県民体育大会夏季大会、オリエンテーリング競技は最終日の 9 日、中能登町の「鳥

屋」テレインで 7 市 3 町から選手、役員総勢 167名が参加し、熱戦が繰り広げられました。 

昨年の第 66回大会（津幡町）は台風の影響で中止となりましたが、今年は天気の心配もなく無

事開催されました。 

鳥屋は、急峻な山岳テレインでコース設定が難しく、どのようなコースを用意し、参加者に盛

り上がって頂ける悩みました。結果的にコース設定が長くなってしまいました。 

【成績】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男　子

ベ ス ト １ ベ ス ト ２ ベ ス ト ３

１位 金沢市 円井　基史 山越　順平 森　一樹 2時間18分43秒

２位 七尾市 松室　隼人 水橋　豊 谷中　進一 2時間38分42秒

３位 小松市 佐野　弘明 藤井　将憲 宮村　稔 2時間51分49秒

４位 白山市 天谷　翔吾 吉村　康平 廣部　達哉 3時間07分20秒

５位 中能登町 干場　涼平 堂光　悟 瀧野　皓仁 3時間08分42秒

６位 津幡町 中川　隆晃 河島　敬 山崎　進 3時間12分18秒

７位 能美市 福井　駿斗 市村　浩二 森田　剛史 3時間32分15秒

８位 かほく市 多々見和俊 小池田真生 湯原　潤 4時間25分31秒

９位 内灘町 宮本　孝志 河口　康史 北川　忍 5時間06分33秒

10位 加賀市 後藤　啓太 山尾　武次 川浪　琢磨 5時間24分06秒

順位
選　　手　　氏　　名

一 般 の 部

成績タイム（合計）市 町 名

女　子

ベ ス ト １ ベ ス ト ２ ベ ス ト ３

1位 かほく市 庭田 由香 吉田　裕美 亀井　涼子 4時間13分43秒

２位 金沢市 熊野谿真帆 山田 彩子 円井　珠子 4時間23分56秒

３位 七尾市 佐竹　祐子 大根　千尋 松本　雅予 4時間27分26秒

４位 加賀市 田中　由季 久保　桂子 高井　明子 4時間28分40秒

５位 津幡町 平瀬有希子 山崎明日香 太田　育美 5時間12分28秒

６位 白山市 山口佑希子 中西　庸子 高木　成葉 5時間01分20秒

７位 内灘町 蔭田　優希 出山　亜美 舛井　真子 6時間06分05秒

８位 中能登町 中村　有里 大山　舞華 山口　千夏 6時間18分43秒

市 町 名 成績タイム（合計）

一 般 の 部

選　　手　　氏　　名
順位

男　子

ベ ス ト １ ベ ス ト ２ ベ ス ト ３

1位 中能登町 小泉　淳一 川口　剛 奥本　健司 1時間55分23秒

２位 能美市 柴尾　淳也 福井　賢正 米田　昭博 2時間16分17秒

３位 七尾市 東　利正 杉田　利一 出口　良信 2時間30分52秒

４位 白山市 酒井　一朗 末政　 茂 武田　正弘 2時間33分53秒

５位 金沢市 井上　裕介 畝林　誠 森田　輝雄 2時間51分14秒

６位 かほく市 田辺　豊 越井　謙一 髭本　宗二 3時間05分49秒

７位 津幡町 松村　信博 岡崎　博 中島　勉 3時間47分09秒

８位 小松市 五座　由巳 酒井　行雄 藤田　弘 3時間51分39秒

９位 内灘町 加藤　勝 夷藤　渉 中村　進 4時間00分11秒

10位 加賀市 紋谷　友幸 米林　佳泰 上口　孝之 3時間52分32秒

順位 成績タイム（合計）
選　　手　　氏　　名

壮 年 の 部

市 町 名

女　子

ベ ス ト １ ベ ス ト ２ ベ ス ト ３

1位 中能登町 神保　明枝 早川　清美 笹川以津美 2時間36分18秒

２位 七尾市 吉田由紀江 山添　正枝 寺野　友子 2時間57分25秒

３位 かほく市 虎谷　小百合 髭本　泰子 岡田　雅美 3時間13分46秒

４位 白山市 澤田　眞弓 荒川　優子 河奥　裕子 3時間19分48秒

５位 内灘町 松川　明代 久下かつい 宮下　文子 3時間33分49秒

６位 加賀市 松木登貴枝 山尾千恵子 高沢みどり 3時間38分08秒

７位 津幡町 飯田　寿美 西田　亮子 吉本　市港 4時間16分51秒

壮 年 の 部

順位 市 町 名
選　　手　　氏　　名

成績タイム（合計）

男　子

市町名

１位 津幡町

氏　　　　名 成績タイム

山本　康弘 1時間08分27秒

オープンクラス

女　子

市町名

１位 かほく市

２位 かほく市

オープンクラス

氏　　　　名 成績タイム

藤田　しのぶ 1時間31分37秒

向島　亜紀 1時間32分38秒
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平成27年度全日本リレー石川県セレクション 
平成 27年 9月 27日(日) 能美市 辰口丘陵公園          小林 力 

 

平成 27 年 11 月 8 日（日）に滋賀県栗東市市で開催予定の「第 24 回全日本リレーオリエンテーリ

ング大会」の石川県選手の選考会を開催しました。 

今回のセレクション結果と、セレクションには参加できなかったが出場意思のある選手をあわせて

考慮し、選手団を派遣したいと思います。 

選手として選ばれた方々には、上位入賞を期待します。 

 

第 42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 27年 10月 12日（祝） 津幡町 石川県森林公園 

 

 県内各地から 85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りま

した。2 年前の大雨により大規模土砂崩れがおこった、サイクリングロードなどは復旧工事が未だ続

いており、ルートプランに制約があり時間内に全てのコントロールを取得することが難しくなってい

ます。 

【成績】 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男 子 Ａ

氏　　名 年齢 得　　点 所　　　属

１位 松室　隼人 33 ５４０点
金沢エンジニアリング
システムズ　もくもく会

２位 今   正寛 21 ５４０点 金沢市

３位 清水　龍太 19 ５４０点 金沢大学ＯＬＣ

男 子 Ｂ

氏　　名 年齢 得　　点 所　　　属

１位 井上　裕介 44 ５４０点 金沢市

２位 東 　利正 67 ５４０点 七尾市ＯＬＣ

３位 畑中　 勝 47 ５４０点 金沢ＯＬＫ

女 子 Ａ

氏　　名 年齢 得　　点 所　　　属

１位 山森　汐莉 18 ５４０点 金沢大学ＯＬＣ

２位 小山　柊子 19 ５４０点 金沢大学ＯＬＣ

３位 山崎　弥生 39 ４８０点 津幡町

女 子 Ｂ

氏　　名 年齢 得　　点 所　　　属

１位 虎谷 小百合 49 ３７０点 かほく市ＯＬＣ

２位 山添　正枝 57 ３３０点 七尾市ＯＬＣ

家 族 組

氏　　名 年齢 得　　点 所　　　属

１位 半井　秀 10 ５１０点 津幡町

２位 西村 あき子 － ３７０点 津幡町

３位 徳光　善之 － ３６０点 津幡町

一 般 組

氏　　名 年齢 得　　点 所　　　属

１位 　加藤かすみ － ３７８点 津幡町

初心者

氏　　名 年齢 得　　点 所　　　属

１位 加賀谷堅志郎 76 １６点 金沢市
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石川県オリエンテーリング協会の平成27年度第1回理事会が、平成27年10月25日（日）

に金沢市鳴和台市民体育会館（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、森田（剛）、畑中、大塚、孫田、清水（金大）、西村、平瀬、小林 

 

１．本年度の行事等について 

・11月の全日本リレーに ME、WE、MJ、XVの 4クラスに参加する。 

・金沢大学オリエンテーリングクラブが JOA表彰となる。 

・新年会、第 2回理事会の開催などは予定通り。 

 

２．平成 28年度石川県民体育大会オリエンテーリング競技について 

・能美市「辰口丘陵公園」で開催する。 

・今年度と同様、運営協力を依頼する。また、新規加入者も積極的に運営できるようにする。 

・参加条件に、「正式競技（一般の部）の参加条件として、参加選手（補欠含む）に石川県オリ

エンテーリング協会の個人会員が１人以上在籍することとする。（男女共に参加の場合は男女

とも）」を追加する。 

※市町によっては、競技未経験者ばかりで参加してくるケースがあり、オリエンテーリング

は、山野を 1人で競技するスポーツであるため、危険予測や自己管理が求められる部分が

あり、各市町で事前対策などを行った上で参加して頂きたく、また、質の高い安全な大会

運営を行うためにも、協会員として事前学習を行い、参加していただきたいため。 

 

３．OLパーマネントコース管理について 

   ・地図が古くなったり在庫がなくなっているものがあるため、健民運動推進本部や現地と調整

を行い、順次切り替えを行っていく。在庫調査などを今後進めていき計画を立てる。 

・パーマネントコース管理の身分証（石川県オリエンテーリング協会発行）を作成する。 

 

４．その他 

（１）平成 27年 8月 29日（土）のイベントについて 

・ロゲイニング協会の依頼があり、有志で運営協力を行った。 

・石川県オリエンテーリング協会の器材借用、地図作成代として、108,750円の収入があった。 

（２）新規テレイン作成時の注意 

・希少動物の確認などが必要なため、石川県に相談すること。 

（３）各ＯＬ大会参加料について 

・県民ＯＬ大会（５月）、健民ＯＬ大会兼津幡町スポレク祭（１０月）が対象。 

 

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   北都電設工事株式会社 

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 

社会福祉法人若松福祉会   

      

 


