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今までの５０年 

        そしてこれからの５０年 

                      金沢ＯＬＣ 森田 輝雄 

 今春、東京でオリエンテーリング日本導入５０周年記念式典があり、小松ＯＬＣの藤田弘氏と

参列した。 

 オリエンテーリング（ＯＬ）は先の東京オリンピックの翌々年に「国民の体力づくり」を目標

にヨーロッパから導入されたものだ。私自身設立当初から係り、途中の２０年間は北陸地区代表

のＪＯＡ理事として活躍の場が与えられた。その間競技委員長として競技規則の見直しや競技者

登録の創設などを手がけ、この記念式典にあたり、旧友との再会と共に懐かしく思い出された。 

 この５０年で大きく変ったのは競技地図の精度だろう。当初は国土地理院の地図に小道などを

書き込んだものだったが、最近はＧＰＳを使っての表示でＯＬをより素晴らしいものにした。 

しかし、ＯＬ人口が増えないのはなぜだろうか？ＯＬが国民的スポーツになるためには、いつで

も何処でも開催が出来、またこの競技を観覧して楽しめる側面も持たなければならない。ＯＬに

は人間の生き方そのものとの共通点も多くあり魅力満載なだけに、これからの５０年のＯＬの歩

みに期待したい。 

 

インカレ 男子リレー 優勝！！ 

3/17~19 滋賀県高島市 

 

 平成 29 年 3 月 17 日～19 日にかけて開催された、2016 年度日本学生オリエンテーリング選手

権大会のリレー競技部門において、金沢大学男子が、優勝しました。 

 その他、ミドル・ディスタンス競技部門において、金沢大学男子 3 年の渡邊 壮選手が 2 位、

女子 2 年の山森 汐莉選手が 2 位、リレー競技部門の金沢大学女子が 4 位と大活躍しました。 

なお、下記にリレー、ミドルどちらもハイライトが Youtube にアップされています。 

是非ご覧ください。 

リレー   https://www.youtube.com/watch?v=jm_uDLDzCXo 

ミドル   https://www.youtube.com/watch?v=3IBB1W1mZgQ 

 

 

 

ＯＬいしかわ No.119 
2017／6 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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インカレリレー感想                      金沢大学 4 年 渡邊壮 

 2016 年度インカレリレー金沢大学選手権クラスに出場した渡邊です。私は 2 走で出走しました

が、初めての選手権リレーということもあり、1 走の大箭が集団で渡してくれたのもありで、非

常に緊張していました。それでも前日のミドルで調子よく走れたのもあり、その勢いで走ろうと

思いました。ただ序盤は周りの選手を意識しすぎてミスをしてしまい、集団から離れてしまいま

したが何とか粘って走り、終盤には序盤で離された選手を抜くことができました。チェンジオー

バー直後は、集団に離されチームの順位を落としてしまったのではないかと申し訳ない気持ちで

いましたが、結果的に大学としては順位を上げており、３走出走時点で 4 位につけることができ

ました。 

その後は歴史に残るだろう接戦になり、出走前には想像もできなかった優勝という結果になり

ました。今回の結果は 3 人の力だけでなく、大学や OB の多大なバックアップがあったからだと

考えています。本当にありがとうございました。まだあと 1 年あるので、同様の結果を目標にま

た努力していきたいと思います。また来年には福井で全日本リレーがあると聞いています。その

ときは石川県代表として出走したいと考えていますので、今後ともよろしくお願いします。 

 

（リレー男子）                （リレー女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1 走：大箭―2 走：渡邊―3 走：大竹）     （1 走：鈴木―2 走：木村―3 走：山森） 

 

（ミドル男子）                （ミドル女子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        （渡邊）                    （山森） 

（写真は「上林のオリエンテーリング写真館」より） 
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第 33回金沢大学オリエンテーリング大会 

 兼 平成 29年度石川県民オリエンテーリング大会 

平成 29年 3月 26日 金沢市卯辰山 

 金大大会を終えて                  金沢大学 OLC 山森 

 第 33回金沢大学大会実行委員長をつとめさせていただきました、金沢大学 OLCの山森です。2017

年 3月 26日に奥卯辰山県民公園にて、金沢大学大会を開催いたしました。当日は天気も優れ、県

内外から多くの方に参加していただき、大変嬉しく思っています。 

 さて、今回の金大大会ですが、大会運営という初めてのことに思い通りに物事が進みませんで

したが、県内で大会を開き、多くの方にオリエンテーリングに親しんでもらいたいというコンセ

プトの下、現在の 3 年生を中心に運営準備をして参りました。大会当日、続々といらっしゃる参

加者の方々は、年齢、性別、経験を問わず、改めてオリエンテーリングが誰にでもできるスポー

ツであることを感じさせられました。テレイン内では、予想以上の多くの利用者がみられ、競技

に細心の注意を払わなければならなかったこと、運営不手際により L クラス競技不成立となって

しまったことは今でも心残りですが、多くの方から良いコース・テレインだったとのお声をいた

だきましたことは大変嬉しく思っています。 

最後になりましたが、普段は大会に参加する側の私たちが、大会を運営する側になってみて、

大会当日までに長い年月をかけて、大会が運営されているということをしみじみと感じました。

第 33回金沢大学大会を開催することができましたのも、石川県オリエンテーリング協会の皆様を

はじめ、多くの方々からご支援していただいたからです。この場をお借りしてお礼を申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

（入賞者） 
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【結果】 

男子Ｌ  女子Ｌ  

1. 菅谷 裕志 0:12:58 1. 山内 美輝 0:25:05 

2. 前田 悠作 0:13:20 2. 片岡 千尋 0:27:12 

3. 岩瀬 史明 0:14:20 3. 円井 珠子 0:27:16 

男子Ｍ 

1. 川田 将太 

2. 小野田 敦 

3. 外石 祐太郎 

 

0:14:58 

0:20:02 

0:27:06 

女子Ｍ 

1. 佐久間 文香 

2. 長濱 夏緒里 

 

 

0:23:04 

0:33:31 

男子Ｓ  女子Ｓ  

1. 木村 洋介 0:13:35 1. 平瀬 有希子 0:21:15 

2. 大塚 雅三 0:30:04   

    

グループ 

1. 円井 基史 組 

2. 小林 尚輝 組 

3. 増田 暁 組 

 

0:21:08 

0:22:57 

0:30:01 

  

 

 

第 26回いしかわスポーツ・レクリエーション交流大会 

ふれあいオリエンテーリング大会 

 2017/5/14 金沢市卯辰山 

 

今年も、新緑の映える金沢の奥卯辰健民公園を会場として、初心者でも気軽に参加できて楽し

めることをコンセプトに、ビンゴオリエンテーリング競技（ビンゴとオリエンテーリングをレク

リエーション用にアレンジしたもので、クラス毎に定めたビンゴ数になるようにコントロールを廻

り、ゴールするまでの時間を競います。）を開催しました。 

大会には、県内の社会人や大学生と多数の参加があり総勢 68名で競技が行われました。  

 蜘蛛の子を散らすがごとくスタートした選手ですが、時間ぎりぎりまで競技を楽しみ、無事に

大会終了することができました。 
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【大会結果】 

個人の部    

男子Ａ 

１位 植木  崇司 

２位 本村 汰一朗 

３位 寺西 翔 

男子Ｂ 

１位 田辺 豊 

２位 森田 輝雄 

３位 大塚 雅三 

女子Ａ 

１位 高瀬 優衣 

２位 山崎 弥生 

女子Ｂ 

１位 薮野 純子 

２位 植木 典子 

初心者 

１位 山田 徹 

２位 福留 悠斗 

３位 小森 達郎 

   

グループの部 

家族組 

１位 宮崎 芙美 チーム 

２位 宮崎 亜砂斗 チーム 

 

 

（受付）                   （スタート前の作戦会議） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（競技中）                  （ゴール） 
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平成 29年度 県 OL協会定期総会 
平成 29 年 5 月 7 日（日） 金沢市鳴和台市民体育会館 第３会議室 

 

総会は午後 1 時 30 分から金沢市鳴和台市民体育会館で開かれ、平成 28 年度事業報告、会計決算報告、

会計監査報告があり可決承認された。続いて平成 29 年度役員選出、事業計画、予算案の審議に入り原案通

り承認された。その他下記の報告があった。 

 （1）石川県民体育大会 OL 競技について 

 （2）パーマネントコース用地図について 

  

【平成 28 年度 事業報告】 

（H28.4.1～H29.3.31） 

 【平成 28 年度 決算報告】 

（H28.4.1～H29.3.31） 

平成２８年 

４月 １日(金)   ＰＣコース管理委託開始 (県内１５コース) 

５月 ８日(日)   平成 28年度定期総会 (金沢市・鳴和台市民体育会館) 

５月１５日(日)  第 25回いしかわスポレク交流大会(金沢市・奥卯辰山) 

６月１２日(日)   「OLいしかわ」116号発行 

６月１９日(日)   地図調査講習会(金沢市・ふれあいの里) 

６月２５日(土)  平成２８年度北信越ＯＬクラブ連絡協議会総会 

(富山県小矢部市) 

８月 ７日(日)   第 68回県民体育大会ＯＬ競技(能美市・辰口丘陵公園) 

９月２５日(日)   平成２８年度石川県民ＯＬ大会 兼 

全日本リレー石川県セレクション(金沢市・キゴ山) 

１０月１０日(祝)   健民祭ＯＬ大会 (津幡町・県森林公園) 

１０月１６日(日)   県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

１０月２９日(土)   クイックＯ運営講習会 (小松市・松東体育館) 

１１月 ５日(土)  公益社団法人日本オリエンテーリング協会表彰 

(岩手県八幡平市) 

１１月 ６日(日)  第 25回全日本リレーＯＬ選手権大会(岩手県八幡平市) 

１１月２９日(火)   「OLいしかわ」117号発行 

１１月３０日(水)  ＰＣコース管理委託終了(県内１５コース) 

平成２９年 

１月２１日(土)  ＯＬ新年会 (金沢市) 

２月１２日(日)   県ＯＬ協会理事会 (金沢市・鳴和台市民体育会館) 

２月２８日(火)   「OLいしかわ」118号発行 

３月 ５日(日)   オリエンテーリング日本導入 50 周年記念事業 

(東京都千代田区) 

６月１８日(日)   第４３回全日本ＯＬ大会（栃木県） 

 

〔地域協会・クラブ関係〕 

３月２７日(日)  第３２回金沢大学ＯＬ大会（福井県あわら市） 

６月 ５日(日)  オリエンテーリング体験会 (小松市・憩の森) 

６月２６日(日)   金沢市民体育大会ＯＬ競技 (金沢市・キゴ山) 

７月１０日(日)   小松市民体育大会ＯＬ競技 (小松市・憩の森) 

９月２５日(日)  オリエンテーリング講習会 (金沢市・キゴ山) 

１０月１０日(祝)  津幡町スポレク祭ＯＬ大会 (津幡町・森林公園) 

１０月２３日(日)  金沢マラソン 2016ボランティア 

１１月１９日(土)  クイック・オリエンテーリング(小松ドーム) 

 
 

 収入の部 

 繰越金    397,480 

 会員会費    448,000  

 登録料     32,400 

 参加料    108,100 

 交付金    426,804 

 委託料    300,000 

 その他     61,325 

 合 計   1,774,109 円 

 支出の部 

 事業費    650,557 

 運営事務費  512,238 

 登録納付金   26,000 

 負担金    200,000 

 予備費       0 

 次期繰越金   385,314 

 合 計    1,774,109 円 
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【平成 29 年度 石川県オリエンテーリング協会役員】 

 

会  長  不破 大仁 

副会長   高岩 勝人  森田 輝雄  藤田  弘  山本 正美   

顧  問  紺野  晃  不破  実  米沢  寛 

参  与  藤井 義弘  永下 和博 

理事長   小林  力 

副理事長  浅川 直紀  田辺  豊  畑中  勝  大塚 雅三 森田 剛史 

  松室 隼人 

 会  計  畑中  勝 

 理  事  山本美紀夫  一森 孝彦  中野 和人  葛城 真証  杉田 利一 

酒井  清  奥村 智憲  山本  誠  中島  勉  平瀬有希子 

孫田 三郎  山越 順平  天谷 翔吾  清水 龍太  古川 智也 

円井 基史  島崎 芳夫  佐野 弘明  木下 繁紀  福田 瑞恵 

 監  事  山口 清隆  西村美樹彦 

 

 健民運動推進本部委員      畑中  勝 

 石川県体育協会評議員      山越 順平 

 いしかわスポレク交流大会担当  森田 剛史 

 石川県レクリエｰション協会評議員    小林  力 

 

【平成 29 年度 事業計画】 

（H29.4.1～H30.3.31） 

 【平成 29 年度 予算】 

（H29.4.1～H30.3.31） 

平成２９年 

３月２６日(日)   平成２９年度石川県民ＯＬ大会(金沢市・奥卯辰山) 

４月 １日(土)   ＰＣコース管理委託開始 (県内１５コース) 

５月 ７日(日)   平成 29年度定期総会(金沢市・鳴和台市民体育会館) 

５月１４日(日)  第２６回いしかわスポレク交流大会(金沢市・奥卯辰山) 

６月  日(土)  平成 29年度北信越ＯＬクラブ連絡協議会総会(福井県) 

６月１８日(日)   地図調査講習会(金沢市・ふれあいの里) 

８月 ６日(日)   第６９回県民体育大会ＯＬ競技(金沢市・キゴ山) 

１０月 １日(日)   全日本リレー石川県セレクション 

(能美市・辰口丘陵公園) 

１０月 ９日(祝)   健民祭ＯＬ大会 (津幡町・県森林公園) 

１０月１５日(日)   県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

１１月３０日(木)  ＰＣコース管理委託終了(県内１５コース) 

１２月 ３日(日)  第２６回全日本リレーＯＬ選手権大会(香川県) 

平成３０年 

１月２０日(土)  ＯＬ新年会 (金沢市) 

２月１８日(日)   県ＯＬ協会理事会 (金沢市・総合体育館) 

未定        第４４回全日本ＯＬ大会 

 

<その他> 

・「ＯＬいしかわ」３回発行(６月、１０月、２月発行予定) 

 

〔地域協会・クラブ関係〕 

３月２６日(日)  第３３回金沢大学ＯＬ大会（金沢市・奥卯辰山） 

６月 ４日(日)  オリエンテーリング体験会 (小松市・憩の森) 

６月２５日(日)   金沢市民体育大会ＯＬ競技 (金沢市・キゴ山) 

７月１６日(日)   小松市民体育大会ＯＬ競技 (小松市・憩の森) 

９月２４日(日)  オリエンテーリング講習会 (金沢市・キゴ山) 

１０月 ９日(祝)  津幡町スポレク祭ＯＬ大会 (津幡町・森林公園) 

１０月２９日(日)  金沢マラソン 2017ボランティア 

１１月２５日(土)  クイック・オリエンテーリング(小松ドーム) 

 

 収入の部 

 繰越金     385,314 

 会員会費    258,000 

 登録料      12,000 

 参加料     100,000 

 交付金     421,000 

 委託料     300,000 

 その他      45,000 

 合 計    1,521,314 円 

 支出の部 

 事業費      614,000 

 運営事務費   450,000 

 登録納付金    24,000 

 負担金     200,000 

 予備費     233,314 

 合 計    1,521,314 円 
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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   

      

 


