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事務局よりご挨拶 

 

事務局 久米 悠介（2016 年度入学） 

会計 水田 達也（2016 年度入学） 

広報 伊藤 光祐（2016 年度入学） 

拝啓 

毎日暑い日が続いておりますが、青葉会の皆様におかれましてはますますご健勝のこと

とお慶び申し上げます。今年度の青葉会は上記の通り、事務局－久米、会計－水田、広報－

伊藤が運営しております。 

 まず、はじめに昨年度のインカレの結果を振り返らせていただきます。昨年度の秋インカ

レは、一日目にスプリント競技が岐阜県 中津川公園で行われ、二日目にロング・ディスタ

ンス競技が岐阜県 椛の湖で行われました。スプリント競技部門では青代香菜子(４年) （※

学年は当時のもの。以下同様。）が 3 位入賞、ロング・ディスタンス部門では小林祐子(3 年)

が 3 位入賞、北見匠（4 年）が４位入賞するなど、素晴らしい成績を収めました。  

春インカレは、栃木県矢板市にて、一日目にミドル・ディスタンス競技、二日目にリレー

競技が行われる予定でしたが、コロナウイルス蔓延によるイベント自粛要請により、残念な

がら中止となってしまいました。しかしながら、部全体としてはとても高いレベルを維持し

ており、来年度も期待できそうです。また、新歓に関しても、7 月時点で新入生の部員数が

未確定など、新型コロナウイルスの影響が及んでおりますが、オンラインや SNS を利用し、

精力的に新歓を行っていると聞いております。大会会場などで大人数の集団を見かけまし

たら、ぜひお声をおかけください。 

さて、今年度の東北大学オリエンテーリング大会は 11 月 15 日にヲドガモリで開催され

ます。3 年生を中心に、熱心に準備が進められているようです。また、4 年生が企画してい

る前日大会は、みちのく杜の湖畔公園でスプリントが行われるようです。両日ともぜひご参

加くださいますよう、運営者に代わりましてお願い申し上げます。 

末筆ながら、青葉会の皆様のご健康とご多幸をお祈りしてご挨拶とさせていただきます。  

 

敬具 

2020 年 8 月 久米 悠介 
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2020 年度執行部の紹介 
 

主将 ：今野 陽一 （3 年） 

副将 ：稲毛 隆太  (2 年) 

主務 ：竹花 佳祐 (3 年) 

副務 ：桑山 陽次 (2 年) 

会計 ：時任 晴央  (2 年) 

会計監査：石川 諒  (2 年) 

 

以上６名で 2020 年度執行部を務めて参ります。どうぞよろしくお願い致します。 

 

主将の言葉 

今野 陽一（18年度入学）  

2020年度主将を務めさせていただきます、3年の今野陽一と申します。1年間どうぞよ

ろしくお願いします。 

2020年度主将としてご挨拶申し上げます。 

昨年度、当部は「選手権リレー優勝」と「山川杯獲得」を目標に掲げ、この 1年間取り

組んできました。しかし、大変残念ながら昨年度のインカレミドルリレーは新型コロナウ

イルスの影響で中止となってしまいました。当時の 4年生の気持ちを考えると、非常に苦

しい思いです。今年のインカレでは、4年生の分も実力を発揮できるように、日々の練習

に精一杯取り組んでいきたいと思います。 

今年度の目標は昨年度と同じく「選手権リレー優勝」と「山川杯獲得」です。選手権リ

レーはここ数年優勝に手が届かず、悔しい思いをしてきました。昨年度の 4年生、OB・

OGの想いを引き継ぎ、今年こそ優勝するために、仲間同士互いに高め合い、競技力の向

上に努めていきたいと思います。また、部の強さの証である山川杯を一昨年に続いて獲得

するため、部としての一体感をさらに強固なものとしていきたいと思います。 

新歓については、まだオンライン上でしか行えない状態ですが、新入生にオリエンテー

リングのおもしろさを充分に伝えることができるよう取り組んでいきたいと思います。そ

して、新入生を加えた新しい東北大が部全体で切磋琢磨し、一人一人が成長していける環

境となるように主将として努力して参ります。 

 

最後になりましたが、先輩方の日々のご支援に対してこの場で感謝申し上げます。今後

ともご支援ご厚情を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
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2019 年度東北大学学友会オリエンテーリング部の記録 

 

  

1 14:42 1 15:00

2 15:42 2 15:26

3 15:44 3 16:18

4 15:59 4 16:19

5 16:24 5 16:44

6 16:31 6 17:01

8 16:54 15 18:14

11 17:13 23 19:57

23 18:33 25 20:10

24 18:36 28 20:36

DISQ 30 21:31

DISQ DISQ

DISQ

DISQ

DISQ

DISQ

1 10:06 3 11:24

2 10:56

1 9:32

MUF2　　1.8km　　　↑60m

稲毛隆太 東北大学

唐木朋也 東北大学

MUA2　　2.1km　　　↑90m MUA3　　　2.0km　　↑90m

伊藤光祐 東北大学 谷口惠祐 東北大学

保苅優 東北大学

2019年11月9日

　　スプリント一般クラス(入賞者)

石渡望 東北大学

青芳龍 東北大学

嶋崎渉 東北大学

久保田遥 東北大学

伊東加織 東北大学北見匠 東北大学

小林祐子 東北大学

横山由奈 東北大学

八木橋まい 東北大学

諏訪夏海 東北大学

菅原晨太郎 東北大学

薗部駿太 東北大学

金子哲士 東北大学

立教大学

出田涼子 大阪大学

山田基生 東北大学

長岡凌生 東北大学

名古屋大学

伊部琴美 名古屋大学

増澤すず 筑波大学

青代香菜子 東北大学

香取瑞穂 立教大学

世良史佳

住吉将英

早稲田大学

神戸大学

京都大学

東京大学

小牧弘季

大石洋輔

川島聖也

岩井龍之介

椎名晃丈

岐阜インカレスプリント・ロング2019

　　スプリント選手権クラス

ME　　2.6km　　　↑100m WE　　　2.0km　　↑80m

筑波大学
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1 1:04:40 1 1:13:19

2 1:04:52 2 1:13:28

3 1:09:02 3 1:13:58

4 1:09:46 4 1:13:59

5 1:14:53 5 1:14:32

6 1:14:57 6 1:15:44

8 1:15:51 9 1:23:57

11 1:17:56 20 1:38:30

18 1:22:19 23 1:42:07

23 1:23:34 DISQ

28 1:25:35

30 1:25:43

49 1:34:39

2 44:11

1 35:32 2 29:23

2 25:11菊地美里 東北大学

WUS　　　2.3km　　↑90m

横山由奈 東北大学

WUF　　2.2km　　↑55m

嶋崎渉 東北大学

星歩夢 東北大学

　　ロング一般クラス(入賞者)

MUL3　　5.2km　　　↑195m

MUS　　　3.4km　　↑120m

谷口惠祐 東北大学

薗部駿太 東北大学

鳥居洸太 東北大学

唐木朋也 東北大学 八木橋まい 東北大学

金子哲士 東北大学 諏訪夏海 東北大学

伊藤光祐 東北大学 青代香菜子 東北大学

長岡凌生 東北大学 伊東加織 東北大学

岩井龍之介 京都大学 世良史佳 立教大学

北見匠 東北大学 香取瑞穂 立教大学

椎名晃丈 東京大学 増澤すず 筑波大学

小牧弘季 筑波大学 伊部琴美 名古屋大学

種市雅也 東京大学 小林祐子 東北大学

　　ロング選手権クラス 2019年11月10日

ME　　8.8km　　　↑375m WE　　　7.2km　　↑235m

大橋陽樹 東京大学 宮本和奏 筑波大学
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選手コメント 
  

  本年度は新型コロナウイルスの影響により残念ながら春インカレが中止となってしま

ったため、インカレ選手権リレー走者のコメントはありません。 

 

 東北大学オリエンテーリング部には、実力のある選手、本気でオリエンテーリングに打ち

込む選手が数多くいます。ウェブサイトや SNS で結果をみるだけでなく、実際に大会に足

を運んで一生懸命頑張る後輩たちを応援しましょう。 

予定が合わず、なかなか顔を出せない方も、インカレの応援メッセージや青葉会への寄付

など、できる範囲でエールを送って頂けると幸いです。 

 

  



7 

 

2019 年度 青葉会会計決算報告 
 

（収入） 

前年度繰越金 103,131 

会員寄付金 97,000 

合計（➀） 200,131 

 

（支出） 

インカレロング広告代 32,000 

インカレロング食品代（フード・バナナ等） 9,568 

インカレロング花束代 12,000 

青葉会会報作成費（文具・封筒・郵送手数料） 14,711 

インカレミドル広告費 33,000 

振込用紙印字サービス（100 枚） 202 

払込手数料 352 

合計（➁） 101,833 

 

次年度繰越金（➀－➁） 98,298 

 

以上、相違ないことを誓う。 

 

2020 年 5 月 17 日 

2019 年度青葉会会計 上野 渉 
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東北大大会・青葉会総会のお知らせ 
 

 この場をお借りして東北大大会・青葉会総会のお知らせをさせて頂きます。 

 

◆ 東北大大会（テレイン:ヲドガモリ） 

 開催日：11 月 15 日（日） 

 

 今年の東北大大会はヲドガモリでの開催ということで、東北大生の慣れ親しんだテレイ

ンでの開催となります。競技形式はミドル・ディスタンスとのことです。3 年生が一生懸命

準備をしているとのことですので、皆様是非ご参加ください。14 日（土）に行われます前

日大会は 4 年生を中心にみちのく杜の湖畔公園でスプリント形式での開催を予定していま

す。こちらは 9 年ぶりのリメイクということですので、是非ご参加ください。 

 

東北大大会 HP 

https://www.43rd.olc.org.tohoku.ac.jp/ 

前日大会 HP 

https://japan-o-entry.com/event/view/523 

 

 

◆ 青葉会総会・飲み会（テレイン：未定） 

 開催日：11 月 14 日（土） 

  

今年の青葉会総会・飲み会は、11 月 14 日に開催します。テレインや開始時間は決まり次

第、Facebook 等でご連絡させて頂きます。 

 

 多数の方にご参加頂ければ幸いです。参加申し込みは追ってご連絡します。 

 

 総会は飲み会の始めに行う予定ですが、取り上げてほしい議題などございましたら、参加

申し込みの際にメールにその内容も記載ください。議題の数が多い場合には、飲み会とは別

の会場で青葉会総会を行う場合があります。その場合は事前にこちらからメールで連絡を

差し上げるなどの対応をとらせていただきますのでご了承ください。  

  

予算は 3000 円前後の予定です。参加費は当日回収させていただきます。青葉会の先輩や

後輩、同期と会える滅多にない機会です。皆様の参加を心よりお待ちしております。詳細が

決まりましたら、連絡いただいたメールアドレスにご連絡差し上げます。よろしくお願い致

します。 

 

 

＊コロナウイルス感染拡大防止の観点から、状況によっては青葉総会を中止とする可能

性があります。予めご了承ください。 

 

https://www.43rd.olc.org.tohoku.ac.jp/
https://japan-o-entry.com/event/view/523
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Facebook について 
  

今年度も Facebook の青葉会グループの管理および更新を行っています。Facebook アカ

ウントをお持ちで、まだ参加されていない OB・OG の方に関しましては、私どもが気付き

次第招待させて頂いておりますが、申し訳ないことに把握しきれない場合がございます。そ

の場合は、青葉会のページを表示していただき、右上にある「グループに参加」をクリック

して頂ければ順次承認いたしますので、是非ご参加ください。  

  

昨年度に引き続き、部内でのイベントや大会の様子をお伝えしていく予定ですので、お時

間がございましたらご覧になっていただければと思います。  

  

Facebook の青葉会グループのアドレスは以下になります。アカウントをお持ちの方は是

非一度ご高覧ください。  

  

「東北大 OLC 青葉会」  

https://www.facebook.com/groups/390878427647940/    
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寄付のお願い 
  

青葉会運営資金は、東北大学オリエンテーリング部 OB・OG の皆様の寄付によって賄わ

れております。インカレの広告費や入賞者への花束代などはこの運営資金から捻出されて

います。また、今後、世界の舞台に挑戦する部員がいる際、実力のある選手が金銭的な問題

で挑戦することを躊躇してしまわないよう、可能な支援をしていきたいと思っています。    

青葉会として、現役生への期待を込めて、できるだけの援助ができればと考えております。

誠に恐縮ではございますが、寄付をよろしくお願い致します。一口 1000 円です。できれば

３口以上のご協力をお願いします。また、寄付は郵便振替にて受付けます。  

  

  

  

加入者名：「青葉会」 口座番号：０２２８０－８－４６９７ 

  

  

  

（同封のもしくは郵便局に備え付けてある振込用紙に「加入者名」「口座番号」に上記の

文言・番号を ご記入ください。金額は一口 1000 円から、任意の金額をお書きください。）  

  

通信欄に住所、氏名、電話番号、E-mail アドレスをご記入ください。  

  

郵便振込ではなく、銀行振込などをご希望の方については個別に対応させていただきま

すので、事務局までご連絡ください。  

  

今年度中に寄付していただいた方のお名前は、次回の青葉会会報にて掲載させていただ

くことを予定しております。その際にご自身の氏名を掲載してほしくないという方は、寄付

した際に末尾ページに記載しております連絡先にその旨お伝えください。 
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昨年度寄付していただいた方々 
  

昨年度は青葉会に寄付してくださいまして、誠にありがとうございました。青葉会は皆

様の寄付により支えられております。  

  

  

  

＜寄付を頂いた方の氏名（敬称略）＞  

  

 中村憲、乳井草太、原田龍馬、高野柾人、大川拓哉、佐藤建志、細正隆、阿部稜、 

齋藤新平、富田涼介、佐藤俊太郎、佐藤誠也、関根直紀、三好花奈、八木颯、伊佐野はる香、

岩﨑正嗣、上野渉、大塚駿、加藤健太、吉川拓寿、黒澤祐貴、坂本友里子、髙本育弥、照井

雄大、西村肇倫、早野哲郎、福永貴弘、本間実希、松岡天音、村上洸 
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事務局の連絡先  
  

  青葉会へのご意見、ご要望などございましたら、下記の事務局までご連絡ください。  

  

また、住所変更や、パソコンのメールアドレスを変更した場合なども、お手数ですが、

下記アドレスまでご連絡ください。  

  

 

青葉会問い合わせ先：事務局長 久米 悠介（2016 年度入学） 

E-mail：a.plus.mark.1106@gmail.com 

携帯（急ぎの場合）：070-6485-8122 

  

  

  

  

2020 年度青葉会会報  
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 発行責任者：久米 悠介 


