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事務局よりご挨拶 

 

事務局 井上雄斗（2015 年度入学） 

会計 上野渉（2015 年度入学） 

広報 村上洸（2015 年度入学） 

拝啓 

梅雨明けの暑さはまたひとしおに感じられますが、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－井上、会

計－上野、広報－村上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長野県 駒ヶ根高原スキー場で行われ、二日目にロング・

ディスタンス競技が長野県 駒ヶ根高原 アルプス丘 家族旅行村で行われました。スプ

リント競技部門では青代香菜子(3 年) （※学年は当時のもの。以下同様。）が 3 位入賞、髙

橋友理奈（4 年）が 5 位入賞、伊東加織（3 年）が 6 位入賞、ロング・ディスタンス部門で

は伊佐野はるか（4 年）が 5 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、岐阜県恵那市中野方町にて、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ました。ミドル・ディスタンス競技部門では髙橋友理奈（4 年）が 2 

位入賞、リレー競技部門では男子は 4 位入賞、女子は 2 位入賞、さらに部の最大の目標で

あった山川杯を獲得するなど、昨年に引き続き好成績を残しました。部全体としてとても高

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、日本代表選手として世界の舞

台に挑戦する部員もいます。今年度、JWOC は 7 月 7～12 日にデンマークで開催されまし

た。東北大からは金子哲士（2017 年度入学）が 2 年連続での出場となりました。また、今

年度は新入生が 30 名（うち女子 2 名）入部し、部全体の人数としては総勢 115 名ほどとな

り、昨年に引き続き大所帯となりました。部の益々の発展とともに、年度が変わってもその

ような環境が継続していくことは、とても喜ばしいことだと思います。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 24 日に黒森山国有林で開催さ

れます。開催日に変更がありましたので、ご確認ください。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、奥松島にてスプリント

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 

2019 年 7 月 井上雄斗 
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2019 年度執行部の紹介 
 

主将 ：唐木 朋也 （3 年） 

副将 ：今野 陽一  (2 年) 

主務 ：星 歩夢  (3 年) 

副務 ：竹花 佳祐  (2 年) 

会計 ：加藤 千晴  (2 年) 

会計監査：小林 俊介  (2 年) 

 

以上６名で 2019 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。 

 

主将コメント 

                            唐木 朋也（17 年度入学） 

 2019 年度主将を務めさせていただきます、3 年の唐木朋也と申します。1 年間どうぞよろ

しくお願い致します。 

 2019 年度東北大学学友会オリエンテーリング部主将として、ご挨拶を申し上げます。 

 昨年度のミドルインカレリレーにおいて、東北大学は男子選手権クラス 4 位、女子選手

権クラス 2 位ということで、男子は 2 年連続入賞、女子は 4 年連続入賞となりました。男

女アベック入賞が続いているということで部としては嬉しい限りです。しかし、男子選手権

チームは優勝まであと 5 分、女子選手権チームは優勝まであと 8 分ということもありその

点においては非常に悔しい結果となりました。今一度自分たちの足りない部分と向き合い、

優勝に向けて精進して参ります。また併設リレーでは女子 WUR で優勝、男子 MUR で準優

勝と善戦できました。応援の方ありがとうございました。 

 今年度も競技目標として「選手権リレー優勝」「山川杯獲得」を掲げました。中でも選

手権リレーアベック優勝はここ数十年目指しながらも達成できていない目標でもありま

す。この大きな２つの目標は現役部員のものだけではなく OB・OG の想いも引き継いで

いると自負しています。部内で競い合い、互いに高め合いながら競技力向上に努め、部と

しての一体感をより強固なものにして春インカレを迎えたいと思っています。 

 さて、今年は新たに 35 名の仲間を迎え、部員数は去年度と同じく 100 人を超えまし

た。新人も積極的に部の活動に参加しており、彼らのやる気の高さが上級生を奮起させ部

を活気づけています。主将として部員一人一人の意見を尊重し、全員が互いの成果を褒め

称え合い喜びを分かち合うことができるような一体感のある部を作り上げていきたいと思

います。 

 

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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2018 年度東北大学学友会オリエンテーリング部の記録 

2018年9月15日

1 桃井陽佑 12:21 1 伊部琴美 12:13 名古屋大学
2 種市雅也 12:51 2 増澤すず 12:51 筑波大学
3 伊藤樹 12:59 3 青代香菜子 13:02 東北大学
4 大橋陽樹 13:08 4 出田涼子 13:28 大阪大学
5 上島浩平 13:14 5 髙橋友理奈 13:40 東北大学
6 伴広輝 13:26 6 伊東加織 13:45 東北大学

9 北見匠 13:43 13 伊佐野はるか 14:33 東北大学
10 青芳龍 13:54 14 臼井沙耶香 14:33 東北大学
14 八重樫篤矢 14:22
15 横山裕晃 14:24
22 渡邊大地 14:55
39 菅原晨太郎 15:18
44 島崎町 16:46
45 谷口惠祐 16:54

園部駿太 DISQ 東北大学

長野インカレスプリント・ロング2018

スプリント選手権クラス
ME     2.8km     ↑80m WE      2.3km     ↑65m

東北大学

慶應義塾大学
東京大学

横浜国立大学
東京大学

慶應義塾大学
京都大学

東北大学
東北大学
東北大学
東北大学
東北大学
東北大学
東北大学

2 園部駿太 0:45:13 2 鳥居洸太 0:46:24
3 小泉惇平 0:47:32

ロング一般クラス（入賞者）
MUL1     5.0km     ↑180m MUL2     4.8km     ↑210m

東北大学 東北大学
東北大学

1 佐藤誠也 0:40:12 1 星歩夢 0:25:49
1 三國稔男 1:25:49

MUL3     4.9km     ↑200m MUS     3.0km     ↑105m
東北大学 東北大学

東北大学

2 竹花佳祐 0:29:42
MUF1     3.0km     ↑110m

東北大学

2018年9月16日

1 柴沼健 1:17:39 1 増澤すず 0:58:32 筑波大学
2 種市雅也 1:17:49 2 勝山佳恵 1:00:54 茨城大学
3 大橋陽樹 1:22:48 3 伊部琴美 1:01:08 名古屋大学
4 濱宇津佑亮 1:22:57 4 香取菜穂 1:02:14 千葉大学
5 佐藤遼平 1:23:18 5 伊佐野はるか 1:03:47 東北大学
6 稲森剛 1:25:29 6 香取瑞穂 1:04:09 立教大学

8 長岡凌生 1:25:37 10 髙橋友理奈 1:06:41 東北大学
10 横山裕晃 1:27:05 12 小林祐子 1:10:49 東北大学
27 渡邊大地 1:32:26 13 臼井沙耶香 1:11:06 東北大学
29 伊藤光祐 1:34:27 16 伊東加織 1:12:26 東北大学
39 金子哲士 1:38:44 17 青代香菜子 1:12:32 東北大学
49 菅原晨太郎 1:47:18 24 髙橋ひなの 1:17:01 東北大学

北見匠 DISQ 28 諏訪夏海 1:25:24 東北大学
37 八木橋まい 1:40:21 東北大学

ロング選手権クラス
ME     10.1km     ↑390m WE      6.4km     ↑230m

横浜国立大学

東北大学
東北大学

早稲田大学
東京大学
東京大学
東京大学
東京大学

東北大学
東北大学

東北大学
東北大学
東北大学

44 嶋崎渉 16:46
45 谷口惠祐 16:54

園部駿太 DISQ
東北大学
東北大学

東北大学
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2019年3月16日

1 伊藤樹 0:34:24 1 増澤すず 0:33:56 筑波大学
2 稲森剛 0:36:14 2 髙橋友理奈 0:35:00 東北大学
3 上島浩平 0:37:51 3 佐野萌子 0:37:09 京都女子大学
4 竹内公一 0:38:15 4 木村るび子 0:37:16 立教大学
5 森河俊成 0:39:06 5 山岸夏希 0:37:50 筑波大学
6 種市雅也 0:39:49 6 勝山佳恵 0:37:54 茨城大学

7 長岡凌生 0:39:50 13 小林祐子 0:39:40 東北大学
10 北見匠 0:40:43 14 髙橋ひなの 0:41:15 東北大学
18 嶋崎渉 0:43:38 15 青代香菜子 0:43:52 東北大学
23 鳥居洸太 0:45:30 16 伊佐野はるか 0:44:09 東北大学
25 園部駿太 0:45:59 17 臼井沙耶香 0:46:36 東北大学
33 佐藤誠也 0:47:37
37 髙本育弥 0:48:19
45 金子哲士 0:53:01
46 島崎誠也 0:53:09

唐木朋也 DISQ

東北大学

東京大学

横浜国立大学

名古屋大学
慶應義塾大学

東北大学
東北大学
東北大学
東北大学
東北大学
東北大学
東北大学

横浜国立大学

京都大学

岐阜インカレミドル・リレー2019

ミドル選手権クラス
ME     4.7km     ↑185m WE      3.4km     ↑120m

東北大学
東北大学

1 伊藤光祐 0:25:22 1 谷口惠祐 0:24:23
3 保苅優 0:26:39

ミドル一般クラス（入賞者）
MUA1     2．9km     ↑140m MUA3     3.0km     ↑145m

東北大学 東北大学
東北大学

2 福永貴弘 0:24:34
MUB     2.4km     ↑135m

東北大学

2019年3月17日
MER 1走 2走 3走
東京大学 佐藤遼平/MER-BZ 殿垣佳治/MER-CX 種市雅也/MER-AY

2:17:14 0:45:18/1 0:47:38/5 0:44:18/3
(1) 0:45:18/1 1:32:56/1 2:17:14/1

慶應義塾大学 清水俊祐/MER-CY 上島浩平/MER-BX 桃井陽祐/MER-AZ
2:17:21 0:51:20/7 0:42:35/1 0:43:26/2

(3) 0:51:20/7 1:33:55:2 2:17:21/2
横浜国立大学 森元駿介/MER-CZ 稲森剛/MER-AX 伊藤樹/MER-BY

2:18:55 0:55:44/16 0:43:17/2 0:39:54/1
(33) 0:55:44/16 1:39:01/5 2:18:55/3

東北大学 嶋崎渉/MER-BY 佐藤誠也/MER-CZ 北見匠/MER-AX
2:23:58 0:53:19/10 0:43:23/3 0:47:16/5

(2) 0:53:19/10 1:36:42/3 2:23:58/4
名古屋大学 前野達也/MER-AZ 岩垣和也/MER-BY 竹内公一/MER-CX

2:27:49 0:47:16/4 0:56:08/13 0:44:25/4
(6) 0:47:16/4 1:43:24/9 2:27:49/5

京都大学 森河俊成/MER-AX 伴広輝/MER-BZ 岩井龍之介/MER-CY
2:29:00 0:46:00/2 0:53:32/8 0:49:28/8

(5) 0:46:00/2 1:39:32/6 2:29:00/6
6

男子リレー選手権クラス

1

2

3

4

5
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2019年3月17日
WER 1走 2走 3走
筑波大学 宮本若奏/WER-CZ 山岸夏希/WER-AY 増澤すず/WER-BX

2:03:49 0:43:46/2 0:40:43/1 0:39:20/2
(61) 0:43:46/2 1:24:29/1 2:03:49/1

東北大学 髙橋ひなの/WER-CY 伊佐野はるか/WER-CZ 髙橋友理奈/WER-BX
2:12:14 0:46:37/6 0:40:52/2 0:44:45/3

(52) 0:46:37/6 1:27:29/2 2:12:14/2
立教大学 木村るび子/WER-BY 香取瑞穂/WER-AZ 世良史佳/WER-CX

2:16:09 0:46::22/5 0:43:11/3 0:46:36/5
(56) 0:46:37/5 1:29:33/3 2:16:09/3

千葉大学 森谷風香/WER-CZ 稲垣秀奈美/WER-AX 香取菜穂/WER-BY
2:31:56 0:46:13/4 0:50:08/4 0:55:35/8

(51) 0:46:13/4 1:36:21/4 2:31:56/4
茨城大学 大栗由希/WER-CY 橋本花恵/WER-BZ 勝山佳恵/WER-AX

2:37:21 0:57:13/15 1:03:31/16 0:36:37/1
(86) 0:57:13/15 2:00:44/15 2:37:21/5

横浜市立大学 松田千果/WER-AZ 篠塚みずき/WER-BY 平松夕衣/WER-CX
2:45:08 0:52:48/9 1:01:55/15 0:50:25/6

(67) 0:52:48/9 1:54:43/9 2:45:08/6

5

6

女子リレー選手権クラス

1

2

3

4

2019年3月17日
MUR 1走 2走 3走
東北大学MB 唐木朋也/MUR-Y 園部駿太/MUR-X 鳥居洸太

1:29:43 0:29:10/1 0:31:02/8 0:29:31/3
(103) 0:29:10/1 1:00:12/3 1:29:43/2

WUR 1走 2走 3走
東北大学WA 臼井沙耶香/WUR-Z 小林祐子/WUR-X 青代香菜子/WUR-Y

1:08:30 0:22:54/1 0:24:05/1 0:21:31/1
(301) 0:22:54/1 0:46:59/1 1:08:30/1

XUR 1走 2走 3走
東北大学XA 久米悠介/Y 諏訪夏海/Z 谷口惠祐/X

1:04:28 0:18:26/2 0:28:58/7 0:17:04/1
(403) 0:18:26/2 0:47:24/5 1:04:28/1

リレー一般クラス（入賞チーム）

2

1

1

91 金子哲士 0:14:26 109 金子哲士 1:30:27

金子哲士 MP 金子哲士 Nonclassified

ロングクラス M-20
東北大学

ミドルクラス決勝C M-20
東北大学

JWOC 
スプリントクラス M-20

東北大学
ミドルクラス予選 M-20-1

東北大学

1走 2走 3走
JAPAN 大石洋輔 寺嶋謙一郎 金子哲士

2:12:40 0:42:18 0:50:52 0:39:30
0:48:18 1:33:10 2:12:40

リレークラス　M20

28
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選手コメント 
  

 昨年度インカレリレーで選手権クラスとして走ってきた選手にそれまでの努力や大会が

終わって今の気持ちなどを記事にしていただきました。 

 

＜昨年度インカレリレー選手権クラス出場者＞ 

嶋崎渉（2017 年度入学）    （男子選手権リレー1 走） 

佐藤誠也（2015 年度入学）   （男子選手権リレー2 走） 

北見匠（2016 年度入学）    （男子選手権リレー3 走） 

髙橋ひなの（2015 年度入学）  （女子選手権リレー1 走） 

伊佐野はるか（2015 年度入学） （女子選手権リレー2 走） 

髙橋友理奈 （2015 年度入学） （女子選手権リレー3 走） 

 

また、今年年度の JWOC には以下の選手が出場しました。 

 

金子哲士（2017 年度入学）  （JWOC 出場） 

 

 また、このほかにも実力のある選手、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 
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男子選手権リレーコメント 

嶋崎渉（2017 年度入学） 

 

春インカレの選手権リレーで１走を走りました嶋﨑渉です。はじめに、選手権リレーの応

援をしてくださった皆さんありがとうございました。応援をしてくださった方々の存在は

レース中、弱い心に負けそうになった時に諦めず走り続ける大きな原動力になっていたと

思います。 

選手権リレーを走ることが決まって、その重責に不安に思うところはありましたがやる

と決まったからには自分の力を出し切って勝利に貢献しようというという気持ちで当日を

迎えました。しかし、実際のレースでは自分の未熟さが出て、序盤から先頭集団に大きな後

れを取ってしまい、そのまま１走 10 位という苦しい展開を作ってしまいました。その後の

誠也さんと北見さんの走りで持ち直してもらい、最終的な結果は４位となりましたが部と

して選手権リレーでの優勝が目標に掲げられていただけに、自分としては悔しい気持ちと

申し訳ないといった気持ちが残る結果となってしまいました。 

 この悔しさを同じ舞台に立って晴らすことが今の自分の目標になっています。一方で、悔

しさを感じているのは自分だけではなく次こそは自分が走って優勝を勝ち取ると考える部

員が多くいると思います。そういった部員たちと切磋琢磨し、技術的にも精神的にも強くな

って優勝を勝ち取りたいと考えています。これからも東北大 OLC の応援を宜しくお願い致

します。 

 

 

男子選手権リレーコメント 

佐藤誠也（2015 年度入学） 

 

選手権リレー2 走を走りました佐藤誠也です。一昨年度の春インカレでも選手権リレーを

走り、優勝はできなかったものの、当時の自分のレースとしては実力以上を出すことができ

ました。最後の春インカレであった昨年度は、最高学年として一昨年度を越える集大成の走

りを見せ、自分の活躍で一昨年度できなかった優勝に導くことを目標としていました。 

 そしてリレー当日は、やや出遅れてチェンジオーバーしたものの、基本的には冷静にこな

していくことができました。しかし、高難度テレインだと分かっているのにもかかわらず、

インカレ独特の気持ちの高ぶりや疲れなどからプランを立てるのがおろそかになってしま

ってミスをしてしまったレッグもあり、詰めの甘さが出てしまいました。結果だけ見れば他

の選手が大きく崩れたこともあり、悪くないタイムで順位も大きく上げることができまし

た。しかし、上記のミスがなければ北見が 3 走で先頭集団に加われた可能性もあり、優勝が

狙えていたと思うと悔いが残ってしまう結果でした。 

 現役最後の 1 年は、目標を達成することはできず、そこへ向けての取り組みも完璧とは

言えず、理想としていた 4 年生にはなれませんでした。しかし、この 1 年は勝つために練

習しながら、オリエンテーリング自体も最後まで楽しめた最高の 1 年だったと思います。 

1 年間サポートし、応援してくださった現役生、OB・OG の皆様、本当にありがとうご

ざいました。 

今年度からは私も OB となります。直接かかわることは少ないとは思われますが、1 年目
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OB として現役生をサポートできることはしっかり行い、春インカレでの東北大の優勝を見

たいと思います。 

 

 

選手権リレーを走って 

3走 北見匠 

 

 選手権リレー３走を走りました北見匠です。まずは、応援してくださった OBOG の方々

本当にありがとうございました。リレー前日のナイトミーティングで皆様からの応援メッ

セージを受け、現地にも多くの方が駆けつけてくれ、現役生だけでなく OBOG の方々も皆

応援してくださっているのを感じ、より一層優勝への想いが増しました。しかし、結果は４

位で目標の優勝には届かず、悔しい結果に終わってしまいました。 

 私は去年も選手権リレーを走りました。接戦の団子状態の先頭で帰ってきた誠也さんか

ら繋いでもらって 2 走を走り出しましたが、自分が東大に抜かれて離されてしまい、その

まま東大に追いつくことなく 2 位。自分の走りで負けてしまった後悔、また今年度主将と

いう立場から今年の選手権リレーこそ東北大で勝ちたいという思いは人一倍ありました。 

 今年のオリエンテーリングの調子は波があり、思うように結果が出ない時期もありまし

たが、春インカレ前には悪くない状態まで持ってこれ、メンバーセレを通過し、選手権リレ

ーに挑む機会を今年も得ました。走順は 3 走になり、勝負を決める役割を任されました。 

 リレー前日のミドルでは序盤でミスを重ねてしまい、そのミスの挽回ができなく入賞で

きませんでした。しかし、感触は良かったのでリレーはいけると自分を奮い立たせました。

リレーの展開は、1 走で出遅れましたが、2 走の誠也さんが素晴らしい走りで追い上げ、私

が走り出す時点で東北大は 3 位でした。前の東大、慶応とは数分差、後ろからは横国や京

大。序盤はまずまずなレースができていました。しかし、9-10 で状況は一変しました。今

年から導入された GPS で観戦していた方は北見の逸れていった動きを気付くように念じな

がら見ていたことだと思います。ここで 4 分ミスをして順位を落としてしまいました。な

んで前に見えた東大が種市だと思わなかったのか。難しいレッグこそ簡単なプランで実行

するという基本がなんでできなかったのか。ミスの後落ち着くという前日の教訓をなんで

忘れててきとうに動いてしまったのか。やる気だけが先走って空回りしてしまい、あそこで

踏ん張っていたらあの東大と慶応の併走に混じって優勝争いができたのではないか、優勝

できたのではないか、横国には勝てたのではないか。後悔しかありません。泣きかけながら

ゴールまで走り、ゴールして皆の顔見ると涙が出ました。繋いでくれた 2 人に、応援してく

れた皆様に申し訳なかったです。 

再び来年こそリベンジするという目標が生まれて終わったインカレでした。去年も次が

あると書きましたが、次が最後になります。現役最後の選手権リレーで優勝し、東北大の旗

を翻すことだけを考えてこの一年走り切ります。 

OBOG の方々、本当に応援して頂きありがとうございました。 
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選手権リレーを終えて 

高橋ひなの(2015 年入学) 

 インカレリレー2018 で女子選手権 1 走を務めさせていただきました、高橋ひなのです 

私は他のメンバー2 人に比べ、追い上げたり競り勝ったりする力は劣っていると思ったこと、

またこれまで 3 年間のインカレリレーで 1 走しか経験していないため、むしろ他の走順に

不安があったことから 1 走を希望し、走らせていただきました。序盤でミスをしてしまっ

て焦り、更に細かいミスを誘発したり、途中で一旦走れなくなるほどの捻挫をしてしまった

り、不甲斐ないレースでした。筑波大が強かったため、準優勝という結果には個人的に満足

していますが、私がもっとはやくイサノに繋げていればもっと違うレース展開になってい

たのではないかと思うと悔しいです。 

 4 年間、勝てる選手になりたいと思いモチベーションの波がありながらも頑張ってきまし

た。個人でインカレ選手権入賞はついにかないませんでしたが、ここまでこれたのは親身に

指導してくださり見守ってくださった先輩方、つらいときに支えてくれた後輩、そしてなに

よりずっとライバルとして一緒に頑張ってきた同期たちのおかげです。最後のインカレリ

レーを同期と走れたのはとても感慨深く、誇りに思っています。 

 今は矢板に住んでいますがなぜか仙台に行く機会が多いので(なぜでしょうね)、今年度は

少しでも、頑張る後輩たちのサポートができたらと思っています。これまで先輩方にたくさ

んご支援いただいた分、後輩たちに還元していきたいです。ありがとうございました。 

 

 

女子選手権リレーコメント 

伊佐野はるか（2015 年度入学） 

 

インカレリレー2018 女子選手権クラス第二走を務めました、当時四年目の伊佐野です。

最後の入賞コメントでは優勝を報告したかったのですが、筑波大学に圧倒的な差を付けら

れ叶いませんでした。悔しい思いはなくなりませんが、筑波大学の選手たちを称賛したい思

いも同じくらいにあり、最後のインカレで敗北を喫したにしては割り切れる幕引きだった

と思っています。 

毎年同じことを言っているような気がしますが、大事な事なので何度でも言います。東北

大女子選手権としての成績は、実際には代表となった三人のタイムで決まりますが、それを

成し遂げるには代表三人だけの力では足りません。一番身近で同じ目標に向けて取り組ん

でくれた選手権立候補者の皆さん、現役生の自主性を重んじながら適切なアドバイスをし

て親身になってくれた女子アドバイザーの譲さん、東北大 OLC をまた一年繋いでくれた、

北見をはじめとする当時の三年生、ありがとうございました。名指しで感謝したい人はたく

さんいますが挙げるときりがないので割愛します。 

そして恐らくこれも恒例ですが、インカレの伝統を絶やさないでくれた運営の皆様には

いくら感謝してもしきれません。ありがとうございました。 

今後の東北大 OLC の更なる発展に期待しています。 
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女子選手権リレー 3走 高橋 友理奈 

 

 私たちは、昨年度千葉大学に 6秒差で敗れたことが非常に悔しく、今年こそは絶対にも

う一度優勝したいという強い気持ちを持って一年間頑張ってきました。東北大の女子は競

技に真剣に取り組む人が多く、選手権リレーに立候補したメンバーでトレーニングやミー

ティング、毎日の 1レッグ地図読みなどを一緒に行い、お互いの足りないところを補いな

がら、切磋琢磨してきました。本番で選手権リレーを走った 3人だけでなく、立候補した

メンバー全員の頑張りがあってここまで来ることができたと確信しています。私が 3走で

ゴールした時に、一緒に頑張ってきた仲間が泣きながら迎えてくれて、全員で戦っていた

のだなと強く感じました。 

結果としては準優勝で、目指していた優勝には届かず悔しい思いもありますが、筑波大

の 3人がいい走りをして強かったことと、東北大としては実力を出し切った結果が準優勝

だったと思うので晴れ晴れとした気持ちが大きいです。 

東北大 OB 、OGの皆さん、本番たくさんの応援をしてくださり、ありがとうございま

した。応援が本当に力になりました。そして、一緒にインカレまで頑張ってくれた同期や

後輩達、これまで入部したときから指導してくださったたくさんの先輩方、支えてくださ

ったアドバイザーの先輩方のおかげで現役生活の最後の最後まで競技を頑張り、成長し続

けることができました。私の 1年生の頃を知る先輩方からは、「本当に成長したね」と声

をかけてくださったり、わざわざ LINEで労いのメッセージを送ってくださったりして、

本当に嬉しかったです。このようなとても恵まれた環境で、悔いなく引退することができ

て本当に幸せです。4年間本当にありがとうございました。 
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平成 30 年度 青葉会会計決算報告 
 

（収入） 

 前年度繰越金                              ¥43,244  

会員寄付金                               ¥208,000  

  

合計                                                                  ¥251,244  

  

  

  

（支出）  

葬儀の供花代                                                           ¥21,600  

世界大会支援金（10,000×4 名）                                         ¥40,000  

インカレロング広告代（振込手数料含む）                                 ¥32,648  

インカレミドル・リレー広告代                                           ¥32,000  

その他雑品，郵送代など                                                 ¥11,365  

インカレミドル・リレー入賞者花束代（500×21 名）                      ¥10,500 

  

合計                                                                  ¥148,113  

  

  

残金                                                                  ¥103,131  

  

  

以上、相違ないことを誓う。                       

 2018 年度青葉会会計 野中健太郎 
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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:黒森山国有林） 

 開催日：11 月 24 日（日） 

 

 今年の東北大大会は黒森山国有林での開催ということで、新規のテレインで開催されま

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。23 日（土）に行われます前日大会は 4 年生を中

心に奥松島でスプリント形式での開催を予定しています。こちらも新規テレインですので、

是非ご参加ください。 

 

東北大大会 HP 

https://www.42nd.olc.org.tohoku.ac.jp 

前日大会 HP 

https://www.42nd.olc.org.tohoku.ac.jp/pretaikai 

 

 

◆ 青葉会総会・飲み会（テレイン：未定） 

 開催日：11 月 23 日（土） 

 今年の青葉会総会・飲み会は、11 月 23 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。 
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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、今年も世界の舞台に挑戦する部員がいますが、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

した際に下記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）＞  

  

折原行希、井鍋寛伸、宮西優太郎、佐藤悠太、三森創一朗、内山将一、和田康佑、槍山純、

五月女貴平、平井伸治、原田龍馬、渡邉祐司、相場高平、橋場良太、新井梨子、斎藤真、 

阿部稜、柏倉圭介、長谷川真子、富田涼介、五十嵐悠、橋本航汰、堀江優貴、八神遥介、 

細正隆、照井雄大、大川拓哉、吉川拓寿、佐藤建志、橋本正毅、佐藤雄太郎、堀口奈保、 

辻上裕之、坂本友里子、本間実季、平方遥子、綱島俊一、松岡天音、渡邊綾香 
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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 井上雄斗（2015 年度入学） 

E-mail：yeym.touhoku@gmail.com 

携帯（急ぎの場合）：090-7716-0413 

  

  

  

  

2019 年度青葉会会報  

2019 年 7 月発行 

 発行責任者：井上雄斗 


