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大会実行委員長 粂 早穂 

 

2022 年度全日本オリエンテーリング選手権大会

へご参加いただき、誠にありがとうございました。

無事、大きな事故やトラブルが起きることはなく、

本大会を終えることができました。本大会の開催

にあたりご協力いただいた山梨県南都留郡鳴沢村

の皆様、ご協賛・JOA オフィシャルスポンサーの

皆様、並びにご関係者の皆様に、心より感謝申し

上げます。 

 

さて、皆様、全日本大会でのオリエンテーリン

グは楽しかったでしょうか？ 

 

昨年の長野県で開催した全日本大会から、ご感

想は一変、「難しかった」というコメントを大変多

くいただきました。それでも、不思議なことに、

これも“オリエンテーリング”です。本大会にご参

加いただいた約 1,000 名の皆様のうち、どのくらい

の方々がオリエンテーリングの発祥の地であるス

ウェーデン（や隣国のフィンランド、ノルウェー

など）でオリエンテーリングを経験したことがあ

るかはわかりません。しかし、もしご経験のある

方がいらっしゃるならば、ヨーロッパの微地形を

目の前にして、「どうにかして帰ってやる」という

気持ちを思い出していただくことはなかったでし

ょうか。一方、海外でのオリエンテーリング経験

がまだない方でも、ある種の冒険のような感覚を

覚えていただけないかな、と心の中では期待をし

ながら本大会の競技をご用意いたしました。 

しかしながら、選手のみなさまへの事前の情報

提供が少なかった点に関しては率直に反省をして

おります。また、地図精度に関してご指摘をいた

だくことも何度かございました。この点について

は、ISOM によるオリエンテーリング地図作成の趣

旨に則り、競技範囲内（主にれき地地帯）の微細

な特徴物をオリエンテーリングのナヴィゲーショ

ンにふさわしい選択基準で地図化し、本大会の地

図をご用意いたしました。競技本番前に似たエリ

アでのモデルイベント等をご用意し、選手の皆様

ともっと対話を取り入れる取り組みが必要であっ

たと反省しております。 

 

そのような中でも、「もっと上手くなりたい」と

年代を問わず前向きなご感想をいただけたことは

私達にとって、かけがえのないことであり、救い

でありました。このような難易度の高い競技エリ

アであっても、オリエンテーリングの基本は変わ

りません。基礎技術の徹底を繰り返すことのでき

た選手が上位を占めたと聞いております。もし、

悔しいと思っていただけたならば、それは私たち

がコースを何度も試走し、練り、議論した“意味”

です。 

 

とはいえ、私達は世界を目指す選手たちだけの

ために全日本大会を用意しているわけでは決して

ございません。オリエンテーリングをしたいな、

と思っていただけた際に「全日本大会に行こうか

な」と思っていただけるような、多くの皆様の１

年の節目となるような大会とすることを目指して

います。そういった意味では、やはり、今回のコ

ースや地図の難易度は高かったと反省しておりま

す。まだまだ、多くの世代の方々に楽しんでいた

だく工夫や取り組みをしていく余地はあると思い

ますし、それらの取り組みが、全日本大会全体の

盛り上がりにつながり、オリエンテーリング界全

体の活気につながると信じております。「今回は難

しかったけど、また来年もチャレンジしてみよう

かな」、と思っていただけることが出来れば、それ

は願ってもないことです。もっと良質な地図を、

もっと良質なコースを、そして楽しい大会を用意

できる運営環境を整備していきたいと考えており

ます。 

 

私自身、全日本オリエンテーリング選手権大会

の実行委員長を務めて２年が経ちました。第５０

回の全日本オリエンテーリング選手権大会を来年

に控え、「この大会をこの先何十年も継続するには

『流動性』が必要である」という結論に至りまし

た。これまで４９回の大会を運営していただいた

多くの皆様に感謝の気持ちをこの場をお借りして、

改めてお伝えさせていただきます。自分自身、来

年度は違った形で関わる予定でおります。 

 

たくさんの年代の方々が楽しめるところがオリ

エンテーリングの良いところだと思っております。

本大会のコンセプトである、“Life Long Sports, Life 

Long Orienteering.”という長い人生の中でオリエ

ンテーリングを楽しめる＜瞬間＞があったならば

幸いです。また、もし、この大会が少しでも続い

てほしいと思っていただけたなら、ぜひ何年かに

一度は運営者としても参画いただけたら嬉しいで

す。 

 

ご参加いただいた皆様、心より感謝申し上げま

す。来年も、皆様のご参加をお待ちしております。 
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 後援 

スポーツ庁、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピック委員会、 

公益財団法人健康・体力づくり事業財団、山梨県、鳴沢村、鳴沢村教育委員会 

 

 協賛 

富士観光開発株式会社、井出醸造店、JA 鳴沢村、 

一般社団法人奥三河高原アウトドア協会、株式会社フォルテ 

 

   

 

 

 

 

 

 

 JOA オフィシャルパートナー 

かなめ測量株式会社、株式会社アークコミュニケーションズ、株式会社リテラメッド、 

サルミングジャパン、株式会社ニチレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大会協力 

ふじてんリゾート、鳴沢・富士河口湖恩賜県有財産保護組合 

 

 会場提供 

ふじてんリゾート 

 

 

 

 



2022 年度全日本オリエンテーリング選手権大会 4 

 

 

 

 10/8(土) ミドル・ディスタンス競技部門 

➤参加者数 958 名（選手権クラス 163 名、選手権クラス以外 795 名） 
 

➤天候 

月日 
天気概況 

昼（06:00～18:00） 

降水量 

[mm] 

平均気温 

[℃] 

最高気温 

[℃] 

最低気温 

[℃] 

日照時間 

[時間] 

2022 年 10 月 8 日 曇 - 13.4 18.5 9.9 1.5 

※気象庁の過去の気象データ検索（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/）より引用しています。 
 

➤救護案件およびその対応 

救護案件：全１５件 〔医師による診断名→処置〕 ※全て会場・競技エリア内救護所にて救護対応実施 

・擦過傷（３件）、挫創（５件） → 洗浄・カットバン 

・肉離れ → 湿布・弾性包帯固定 

・挫傷・捻挫 → クーリング（頭部）、湿布・テーピング（指）、クーリング・弾性包帯固定（足関節）  

・過呼吸 → 安静 
 

➤調査依頼・提訴 なし 
 

➤選手権クラス入賞者 

M21E  W21E 

順位 氏名 所属 記録  順位 氏名 所属 記録 

１ 小牧 弘季 
アークコミュニケーショ

ンズ/筑波大院 
0:47:31  １ 阿部 悠 ES 関東 C/さつまいも 0:49:46 

２ 永山 遼真 筑波大学/ときわ走林会 0:50:24  ２ 稲毛 日菜子 練馬 OLC 0:51:29 

３ 伊藤 樹 設楽町/ES 関東 C 0:51:33  ３ 近藤 花保 名椙 OLC 0:54:18 

４ 谷川 友太  0:51:53  ４ 増澤 すず 京都 OLC/TORCH 0:55:59 

５ 南河 駿 OLC ルーパー/GROK 0:53:13  ５ 山根 萌加 京都 OLC/TORCH 0:56:31 

６ 新田見 優輝 練馬 OLC 0:54:33  ６ 伊部 琴美 OLC ルーパー 0:58:12 

 

M20E  W20E 

順位 氏名 所属 記録  順位 氏名 所属 記録 

１ 森 創之介 KOLC/OLC 東海 0:33:25  １ 山本 美沙 渋谷で走る会 0:39:29 

２ 早川 正真 ROLA / OLC 東海 0:37:16  ２ 牧 依瑠香 早大 OC 0:44:43 

３ 谷口 瑞樹 筑波大学 0:37:17  ３ 宮川 葵衣 早大 OC 0:48:26 

４ 市川 礼人 名椙 OLC 0:37:19  ４ 坂池 なつほ 筑波大学 0:54:56 

５ 川崎 陽暉 茨城大学 0:40:00  ５ 桑原 唯歩 KOLC 0:57:54 

６ 高田 朋輝 東海高等学校 0:41:04  ６ 田切 香帆 北大 OLC 1:07:39 

 

 

 

 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/
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大会概要（ミドル・ディスタンス競技部門 つづき） 
 

➤年代別クラス優勝者 

クラス 氏名 所属 記録  クラス 氏名 所属 記録 

M21A1 近藤 康満 岐阜 OLC 0:45:22  W21A 羽鳥 汐音 新潟大学 0:51:55 

M21A2 宮川 靖弥 つばめ会 0:44:21      

M35A 伊藤 夏生 ES 関東 0:53:30  W35A 寺嶋 貴美江 ES 関東 C 1:00:59 

M40A 藤生 考志 東京 OL クラブ 1:02:13  W40A 利光 恵美  0:39:10 

M45A 福田 雅秀 川越 OLC 0:57:36  W45A 高津 寿三鈴 Club 阿闍梨 0:57:32 

M50A 山内 亮太 横浜 OL クラブ 0:55:12  W50A 山本 美保 渋谷で走る会 0:46:16 

M55A 田代 雅之 静岡 OLC 0:57:29  W55A 宮本 知江子 京葉 OL クラブ/桐嶺会 0:27:34 

M60A Dmitri Golovanov Ramblers 0:36:22  W60A 宇野 明子 多摩 OL 0:27:39 

M65A 愛場 庸雅 OLC レオ 0:47:16  W65A 松本 和美 徳島県 OL 協会 0:33:49 

M70A 海老沢 正 入間市 OLC 0:42:19  W70A 若梅 節子 横浜ОL クラブ 0:31:33 

M75A 尾上 秀雄 サン・スーシ 0:41:55  W75A 今井 栄 ワンダラーズ 0:29:53 

M80A 小笠原 揚太郎 
東京オリエンテーリング

クラブ 
0:35:15      

M85A 石田 亘宏 愛知 OLC 0:47:44  W85A 石田 美代子 愛知 OLC 1:33:31 

M90A 小嶋 裕 大阪 OLC 0:50:11      

M20A 中盛 雷也 神大 OLK 0:23:16  W20A 古谷 那奈 千葉大 OLC 0:53:04 

M18A 松本 敬 
中央大学附属高等学校

WILDLIFE 部 
0:37:43  W18A 栗原 萌花 

中央大学附属高等学校

WILDLIFE 部 
0:44:11 

M15A 浅井 琉太朗 麻布 OLK/練馬 OLC 0:26:17  W15A 藤原 菜夏子 
中央大学附属中学校

WILDLIFE 部 
0:33:48 

M12 水嶋 竜也 入間市 OLC 0:40:17  W12 勝田 夏妃  0:22:44 

※【M60A クラス】日本人選手の最高成績：角岡 明 三河 OLC 0:37:54 
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 10/9(日) ロング・ディスタンス競技部門 
 

➤参加者数 923 名（選手権クラス 155 名、選手権クラス以外 768 名） 
 

➤天候 

月日 
天気概況 

昼（06:00～18:00） 

降水量 

[mm] 

平均気温 

[℃] 

最高気温 

[℃] 

最低気温 

[℃] 

日照時間 

[時間] 

2022 年 10 月 9 日 曇のち雨 16.5 11.7 15.5 9.7 1.2 

※気象庁の過去の気象データ検索（https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/）より引用しています。 
 

➤救護案件およびその対応 

救護案件：全２７件 〔医師による診断名→処置〕 ※全て会場・競技エリア内救護所にて救護対応実施 

・挫創（１２件）、擦過傷（２件）、足踏み抜き創 → 洗浄・カットバン、抗生剤軟膏・創テープ（踏み抜き） 

・挫傷（４件）・捻挫（６件） → クーリング・テーピング、クーリング・湿布、湿布・弾性包帯固定（腿挫傷） 

・蜂刺傷 → クーリング 

・過呼吸 → 安静 
 

➤調査依頼・提訴 なし 
 

➤選手権クラス入賞者 

M21E  W21E 

順位 氏名 所属 記録  順位 氏名 所属 記録 

１ 伊藤 樹 設楽町/ES 関東 C 1:37:12  １ 稲毛 日菜子 練馬 OLC 1:16:57 

２ 朝間 玲羽 京葉 OL クラブ 1:43:09  ２ 皆川 美紀子 みちの会 1:26:47 

３ 小牧 弘季 
アークコミュニケーショ

ンズ/筑波大院 
1:44:03  

 

３ 増澤 すず 京都 OLC/TORCH 1:32:02 

４ 永山 遼真 筑波大学/ときわ走林会 1:45:46  ４ 宮本 和奏 京葉 OL クラブ/桐嶺会 1:32:59 

５ 平岡 丈 京大 OLC 1:46:37  ５ 阿部 悠 ES 関東 C/さつまいも 1:33:44 

６ 谷川 友太 - 1:48:54  ６ 樋口 佳那 筑波大学 1:35:18 

 

M20E  W20E 

順位 氏名 所属 記録  順位 氏名 所属 記録 

１ 森 創之介 KOLC/OLC 東海 1:24:37  １ 坂池 なつほ 筑波大学 1:27:50 

２ 早川 正真 ROLA / OLC 東海 1:34:52  ２ 宮川 葵衣 早大 OC 1:33:06 

３ 栗田 稜也 東大 OLK 1:35:50  ３ 桑原 唯歩 KOLC 1:39:19 

４ 三井 健世 東京大学 1:39:56  ４ 田谷 夏姫 
県立千葉高校/京葉 OL ク

ラブ 
1:46:12 

５ 石原 潮人 京大 OLC 1:41:58  ５ 藤澤 ゆい 神大 OLK 1:47:34 

６ 市川 礼人 名椙 OLC 1:45:51  ６ 山本 美沙 渋谷で走る会 1:50:50 

 

 

 

 

 

https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/
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大会概要（ロング・ディスタンス競技部門 つづき） 
 

➤年代別クラス優勝者 

クラス 氏名 所属 記録  クラス 氏名 所属 記録 

M21A1 田淵 ヒカル 丘の上 1:33:01  W21A 長縄 美春 入間市 OLC 1:17:32 

M21A2 入江 龍成 トータス 1:32:08      

M35A 伊藤 夏生 ES 関東 1:25:23  W35A 三好 暢子 上尾 OLC 0:53:59 

M40A 源後 知行 みちの会 1:02:23  W40A 渡辺 円香 ES 関東 C 0:52:00 

M45A 水嶋 孝久 入間市 OLC 1:11:24  W45A 須藤 友絵 入間市 OLC 0:50:55 

M50A 吉村 年史 福岡県協会 1:05:17  W50A 吉田 しのぶ 方向音痴会/ワンダラーズ 0:33:40 

M55A 大江 恒男 OLP 兵庫 1:00:34  W55A 小林 正子 ES 関東 C 0:37:29 

M60A 吉田 勉 みちの会 0:50:27  W60A 宇野 明子 多摩 OL 0:30:55 

M65A 奥山 景得 川口 OLC/入間市 OLC 0:52:54  W65A 松本 和美 徳島県 OL 協会 0:34:01 

M70A 清水 善博  1:02:31  W70A 酒井 か代子 Team 白樺 0:31:59 

M75A 児玉 拓 多摩 OL 1:10:09  W75A 今井 栄 ワンダラーズ 0:37:31 

M80A 河村 健二 横浜 OL クラブ 0:42:27      

M85A 石田 亘宏 愛知 OLC 1:28:51  W85A 石田 美代子 愛知 OLC 1:23:47 

M90A 小嶋 裕 大阪 OLC 1:31:23      

M20A 上妻 慶太 KOLC 0:56:58  W20A 西川 真由 早大 OC 1:15:13 

M18A 佐藤 慶明 
県立千葉高校/京葉 OL ク

ラブ 
1:16:25  W18A 佐藤 果凜 市ケ尾中学校 1:33:53 

M15A 畑田 裕志  0:38:06  W15A 山本 瑛里 渋谷で走る会 0:31:41 

M12 清水 渓杜 広島 OLC 0:32:12  W12 勝田 夏妃  0:40:48 

M10 篠原 稜一朗 渋谷で走る会 0:31:14  W10 勝田 有美  0:39:42 
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大会概要（つづき）  
 

➤成績速報およびラップ解析を Lap Center に掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➤本大会のコースを Livelox に掲載しています。 

同一コースを走った選手とルートを比較することができます。 

 

 

 

 

 

 
 

➤大会の写真を公開しています。今後の広報活動等に利用することがあります。  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

➤ハイライト動画とオンライン講演会を YouTube チャンネルにて公開しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミドル・ディスタンス競技部門 成績速報・ラップ解析 

https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/index.jsp?event=7248&file=1  

ロング・ディスタンス競技部門 成績速報・ラップ解析 

https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/index.jsp?event=7249&file=1  

※ロング・ディスタンス部門 コース別 成績速報・ラップ解析 

https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/index.jsp?event=7249&file=2 

ミドル・ディスタンス競技部門 Livelox 

https://www.livelox.com/Events/Show/85450/Japan-Orienteering-Championships-2022-Middle-Distance 

ロング・ディスタンス競技部門 Livelox 

https://www.livelox.com/Events/Show/85466/Japan-Orienteering-Championships-2022-Long-Distance 

大会当日の写真（大会運営者撮影） 

https://photos.app.goo.gl/kSUxxf8zUqoLDLn16 

大会当日（ロング・ディスタンス部門）の写真（斎藤（木植）早生様撮影） 

https://photos.app.goo.gl/KZNoY4KEVxHQ6BSj9 

大会準備時の写真 

https://photos.app.goo.gl/ngmk4PHwYdDL1TGBA 

ミドル・ディスタンス競技部門 ハイライト動画 

https://youtu.be/eMGLew2j5_8 

ロング・ディスタンス競技部門 ハイライト動画 

https://youtu.be/zgoJ2DfPuzs 

オンライン講演会「全日本リフレクション（振り返り）」 

https://youtu.be/ZEhi0qUIkf4 

https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/index.jsp?event=7248&file=1
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/index.jsp?event=7249&file=1
https://mulka2.com/lapcenter/lapcombat2/index.jsp?event=7249&file=2
https://www.livelox.com/Events/Show/85450/Japan-Orienteering-Championships-2022-Middle-Distance
https://www.livelox.com/Events/Show/85466/Japan-Orienteering-Championships-2022-Long-Distance
https://photos.app.goo.gl/kSUxxf8zUqoLDLn16
https://photos.app.goo.gl/KZNoY4KEVxHQ6BSj9
https://photos.app.goo.gl/ngmk4PHwYdDL1TGBA
https://youtu.be/eMGLew2j5_8
https://youtu.be/zgoJ2DfPuzs
https://youtu.be/ZEhi0qUIkf4
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大会概要（つづき）  
 

➤【お詫び】ライブ配信に関して、機材トラブルにより事前の告知と異なる事象が２件発生いたしました。 

ご視聴いただいた皆様には混乱を招き、大変申し訳ございませんでした。 

出場選手の皆様ならびにご関係者の皆様に心よりお詫び申し上げます。  

・８日（ミドル・ディスタンス競技部門）において、 

開始時刻 13:00 にて公表しておりましたが、実際の開始時刻が 14:15 となりました。 

・９日（ロング・ディスタンス競技部門）において、GPS の軌跡と選手名の対応が異なっておりました。 

本件は LIVE 中継時のみ発生しており、現在公開されている GPS トラッキングは修正されております。 
 

➤当日ライブ配信を行ったアーカイブを YouTube チャンネルにて公開しています。 

 

 

 

 

 

 
 

➤選手権クラス出場選手（30 名）の GPS トラッキングを O-GPS Tracker に掲載しています。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミドル・ディスタンス競技部門 ライブ配信アーカイブ 

https://youtu.be/i6Z1nolhDK0 

ロング・ディスタンス競技部門 ライブ配信アーカイブ 

https://youtu.be/LwuTdK4jS7A 

ロング・ディスタンス競技部門 GPS トラッキング 

https://www.antifragile.tokyo/event/11_20221006_JOCL/index.html  

https://youtu.be/i6Z1nolhDK0
https://youtu.be/LwuTdK4jS7A
https://www.antifragile.tokyo/event/11_20221006_JOCL/index.html
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 主催者 

主催 公益社団法人日本オリエンテーリング協会 

協力 山梨県オリエンテーリング協会 

 

 イベントアドバイザー/IOF イベントアドバイザー 

村越 真（公益社団法人日本オリエンテーリング協会） 

 

 スタッフ 

実行委員長  粂 早穂（公益社団法人日本オリエンテーリング協会） 

副実行委員長  西村 徳真（NishiPRO） 

運営責任者  桑原 大樹   運営責任者補佐 村井 智也 

渉外責任者  山川 克則（YMOE）  渉外担当  寺嶋 一樹 

競技責任者  宮西 優太郎（宮西山野精図） 競技責任者補佐 橋本 知明 

ナショナルコントローラ 石澤 俊崇（NPO 法人オリエンテーリングクラブ・トータス） 

   稲葉 英雄（NPO 法人愛知県オリエンテーリング協会） 

コース設定者（ミドル・ディスタンス競技部門） 大石 洋輔 

コース設定者（ロング・ディスタンス競技部門） 入江 崇 

スタートチーフ  上妻 紅音  計算センターチーフ 鈴木 璃土 

救護チーフ  伊地知 淳  会場チーフ  小澤 翔 

大会バス担当  小林 博文 

広報責任者  若月 俊宏  要項・プログラム作成 石塚 脩之 

写真撮影／SNS  清水 花菜  動画作成   北川 賢也 

観光ガイドブック作成 渡辺 菜央美  ポスターデザイナー 立花 和祈 

演出責任者  坂野 翔哉  演出ディレクター  小柴 滉平 

実況   有賀 裕亮  解説   鹿島田 浩二 

インタビュアー  小林 璃衣紗 

阿部 稜（※） 生田 崚  池ヶ谷 みのり 岡本 悠希 尾崎 弘和 落合 公也 

小野 賢二 栗山 ももこ 黒木 恵梨 後藤 孔要 瀬尾 峻汰（※） 瀬川 出 

高橋 秀明 谷川 圭  谷川 理恵 田村 一紗 堂垂 悠人 冨山 稜真 

根本 夏林 松尾 七彩（※） 的場 洋輔 山川 順子 （※）競技出場 兼 大会運営協力者 

大会ロゴデザイナー 伊藤 祐   フィニッシュバナーデザイナー 鈴木 日菜 
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 問い合わせ先 

➤電子メールアドレス ajoc @ orienteering.or.jp（粂早穂） 

➤電話番号      03-5843-1907（公益社団法人日本オリエンテーリング協会 事務局） 

 

 Web サイト・SNS 

➤大会 Web サイト https://www.orienteering.or.jp/joc/2022/ 

➤全日本オリエンテーリング選手権大会 Twitter https://twitter.com/orienteeringJOC 

➤全日本オリエンテーリング選手権大会 Instagram https://www.instagram.com/orienteeringjoc/ 

➤公式ハッシュタグ #全日本ミドルロング #ふじてんミドルロング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023 年度全日本オリエンテーリング選手権大会（ミドル・ロング）開催予告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➤開催予告詳細 https://www.orienteering.or.jp/archives/20221009-2/ 

➤大会運営者絶賛募集中！ 各 SNS のダイレクトメッセージまたは ajoc @ orienteering.or.jp まで！ 

千葉県勝浦市 夷隅川東側（南山田地区付近） 開催地 

第 12 回 全日本オリエンテーリング選手権大会（ミドル・ディスタンス競技部門） 

The 12th Japan Middle Distance Orienteering Championships 2023 

第 50 回 全日本オリエンテーリング選手権大会（ロング・ディスタンス競技部門） 

The 50th Japan Long Distance Orienteering Championships 2023 

https://www.orienteering.or.jp/joc/2022/
https://twitter.com/orienteeringJOC
https://www.instagram.com/orienteeringjoc/
https://www.orienteering.or.jp/archives/20221009-2/

