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世界選手権 トピック 

2009年 北海道留寿都 

2011年 スウェーデン テンダーレン 
 参加国は30カ国となり、過去最高の参加国数に 

 オリンピックに向けてテレビを強く意識した「ミックススプリ
ント」が競技として初採用 

 日本からは4人の高校生が代表として参加 

 日本は男子・女子ともにこれまでの最高位更新はならず、実力
向上には至っていない 

2013年 カザフスタン リッダー 

2015年 ノルウェー ヘードマルク 



カザフスタン WSOC 

 3月4日(月) モデルイベント 

 3月5日(火) ロング 

 3月6日(水) 混合スプリントリレー 

 3月8日(木) スプリント 

 3月9日(金) ミドル 

 3月10日(土) リレー  



カザフスタン 場所は？ 

カスピ海 



カザフスタン テレインは？ 

 標高 

560m-720m 

 



カザフスタン テレインは？ 

Sinegorye 

フラットな微地形 

日本選手の苦手と
するテレイン 



カザフスタン テレインは？ 

 Lesnoye 

片斜面 

幾何学的なネッ
トワーク 

現在地を見失い
やすい 

大きく異なる２つのテレインに 
順応できるかがKey Point 



カザフスタン WSOC トレキャン 

2月13日~19日 カザフスタン スキーO選手権大会 

2月20日~3月2日 トレーニングキャンプ 



カザフスタン WSOC トレキャン 

 トレキャンテレイン 

 片斜面＆微地形！！ 



カザフスタン WSOC トレキャン 

WOC直前調整に最適 

本番テレインの特徴「微地形＆片斜面」を備え
ている。 

費用が安い！ 

カザフ選手権参加費 約800円（US＄10) 

/day 

ホテル Ust-Kamenogorsk 

最高級アパートメントタイプ 3部屋  

約7000円（US$135）/泊・室 



日本オリンピック委員会（JOC）加盟
に向けたJOA特別委員会発足！ 

切り込み隊長「スキーO」 

アジア冬季競技大会 最も五輪に近い競技！ 

冬季オリンピック  

 第22回（2014年） - ソチ（ロシア）  

 第23回（2018年） - 平昌 ピョンチャン（韓国） 

 第24回（2022年）？？？？  

 



アジア冬季競技大会 最も五輪に近い競技！ 

開催地候補 
 

 アルマトイ、アスタナ カザフスタン 
 クオピオ、ヘルシンキ フィンランド 
 ニース フランス 
 ミュンヘン ドイツ 
 オスロ ノルウェー 
 バルセロナ スペイン 
 ザコパネ ポーランド 
 ジュネーブ、サンモリッツ、ベルン スイス 
 サクラメント、デンバー、ソルトレイクシティ アメリカ 

2015年にマレーシアのクアラルンプールで
開催のIOC総会で開催都市が決定 

 



第8回アジア冬季競技大会 

2017年 札幌・帯広にて開催決定 

スキーO種目採用へ向けて 

ロビー活動中 

第7回アジア冬季競技大会（カザフスタン） 

スキーオリエンテーリング競技が正式種目に！ 
参加国：カザフスタン、キルギス、イラン、モンゴル、
韓国、中国 

 

アジア冬季競技大会 最も五輪に近い競技！ 

今、アジアが熱い！ 



アジア冬季競技大会 

 第1回  1986年  札幌  日本 430 

 第2回  1990年  札幌   日本  441 

 第3回  1996年  ハルビン  中国  702 

 第4回  1999年  カンウォン  韓国  798 

 第5回  2003年  青森  日本  1016 

 第6回  2007年  長春  中国   約800 

 第7回  2011年  アルマトイ  カザフスタン 843 

 第8回  2017年  札幌/帯広  日本   



開催競技種目 冬季アジア競技大会 

 アルペンスキー  

 バンディ    

 バイアスロン     

 クロスカントリースキー   

 カーリング    

 フィギュアスケート     

 フリースタイルスキー  

 アイスホッケー     

 ショートトラックスピードスケート   

 スキージャンプ   

 スキーオリエンテーリング   

 スノーボード      

 スピードスケート  



ナショナルチーム紹介 

 堀江守弘 

 黒田幹朗 

 渡辺幸 

 高橋謙也 

 酒井佳子 

 高橋美和 

 白鳥桂子 

 島貫なつみ 

 渡邉志保 



ナショナルチーム紹介 

 



ナショナルチーム紹介 注目のジュニア 

 

渡辺 幸 

山形大学1年 

島貫なつみ 

旭川大学1年 



2012年度の大会・合宿予定 

国内大会 ４大会開催 

北海道、新潟、秋田、福島 

国内合宿/講習会４回 
１０月、１１月、１２月、１月 

国際大会への参加 
世界選手権カザフスタン（スポーツ振興基金助成金） 
ジュニア・マスターズ世界選手権 
スキーOツアー（フランス・スイス・イタリア） 

 



ローラースキーO合宿  

雪が降る前に 

日程：10月20-21日(来週末） 

場所：秋田県立大学 

北海道東北選手権大会に併設 

見学・観戦・体験 大歓迎！ 



オリエンティアの皆さんへのお願い① 

ぜひ一度は参加してみてください！ 

体力トレーニングとして最適 

クロスカントリースキーは、もっともきつい有酸素
運動、かつ全身を鍛えられるスポーツです。 

フットの日本代表や、ゴルフのプロ選手もオフシー
ズントレーニングとして参加！ 

エンジョイ派の方ももちろん！ 

初心者講習会を開催予定です！ 

将来のオリンピック選手に教えてもらえるかも？ 



オリエンティアの皆さんへのお願い② 

カザフスタン世界選手権スタッフ募集 

 オリンピックに最も近い競技種目の最高峰イベントを
体感できます。 

 スポーツ振興基金助成金対象のため、自己負担は半分
以下で済みます。（本来は、自己負担０％＋謝金であ
るべきですが。。。） 

 ワックスマン、ウェア・スキー用具運搬、通訳、レン
タカー運転などスタッフが足りておりません。 

 年度末、インカレ、全日本大会などご多忙の時期です
が、ぜひ、皆様のご協力をお願いいたします。 

 

スポーツ振興基金 


