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デルタ株の急速な拡がりにより、今まで以上の自制が求められています。WOC やオリンピック大会

での選手たちの頑張りに触発された方も多いかと思いますが、感染対策を緩めることなく体を動かす

ようにしてください。 
なお今号より、偶数月の発行とさせていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。 

●本号の内容 

・堀井新会長就任 

・第 9期総会開催報告 

・ディレクターの移行について 

・フット O世界選手権報告 

・オンラインセミナー報告 
・今後の公認大会・講習会のお知らせ 

●堀井新会長就任 (事務局) 

 会長職の任期満了に伴い、6月 5日より新会長として堀井学氏が就任しました。 

前会長の山西哲郎氏には名誉会長として今後もご助力いただきます。 

 JOA ホームページに堀井会長からの挨拶がありますので、ご一読ください。 

http://www.orienteering.or.jp/joa-about/organization/ 

●第 9期総会開催報告 (事務局) 

6 月 5日、会場での対面とオンラインの併用で、第 9期定期総会が開催されました。 

 2020 年度事業及び財務の報告、定款の一部訂正、理事・監事の承認についてなどが話し合われまし

た。また、総会後に懇談会も催され、委員会からの報告や質疑応答も行われました。 

議事録は下記のページにて公開しています。 

http://www.orienteering.or.jp/joa-about/works/ 

●ディレクターの移行について(業務執行理事：村越) 

【コーチ移行講習会について】 
 移行のスタートしたコーチ制度ですが、８月８日（日）に、コーチ１（一番初歩のレベル）の講習が

スタートします。あいにく東京とその周辺には緊急事態宣言が発出された中での開催となり、参加が不

可能となった方もいらっしゃいますが、感染防止対策を十分行ったうえで実施します。また、９月２０

日にはコーチ２の移行講習会も実施します。 
計画では、本年度の講習会はそこまでですが、感染拡大により講習会に参加できなかった方、申し込

みを控えた方の状況なども踏まえながら、今後の講習予定についても随時公表していきます。 

【その他の移行について】 
 JOA が養成してきた指導員であるディレクターは、オリエンテーリングにかかわる全ての内容を含

めた講習会によって行われてきました。その内容は大きく、①競技力向上、②普及、③競技会運営に分

かれます。 

第 28 号 （2021 年 8 月 9 日発行） 
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このうち、コーチは①に限定された指導員資格となるため、

現在ディレクターを保持している方に②や③の領域の指導資格

への移行措置を実施します。普及の資格であるインストラクタ

ーには申請によって、また運営資格であるイベントアドバイザ

ー（EA）やイベントディレクター（仮称・新資格）については、

申請・移行講習によって移行を可能にし、ディレクター資格保

有の方の指向性によって継続すべき資格を得られるようにしま

す。複数の資格を取得することも可能です。 
詳細については９月に当法人のホームページに掲載するとともに、次号でも紹介します。 

●フット O世界選手権報告（強化部） 

 2021 年オリエンテーリング世界選手権大会（WOC2021, 2021 年 7 月 3 日～9日）がチェコのドクシー

という都市とその周辺の山林で開催されました。WOC2021 は当初フォレスト種目だけの予定でしたが、

COVID-19 によりスプリント種目だけの WOC2020 がキャンセルされたため、スプリント種目が追加さ

れ、WOC2018 以来のフォレスト・スプリント混合 WOC(全 9 種目)となりました。 

 しかしながら、COVID-19 の影響により、欧州から離れている国でリレー種目に出場できたのは日本

とアメリカだけであり、出場した選手たちもバブル方式という隔離システムにより大会期間中の行動

は制限され、バンケットのような交流行事は一切実施されませんでした。 

 ただこのようなコロナ禍においても、北欧以外では最多の 4回目開催とな

るチェコや IOF の関係者の努力により、非常に高いレベルの競技が実施され

ました。 

 日本チームとして、スプリントのアジア選手権者である尾崎弘和選手をは

じめ、以前よりこの WOC を目標として準備をしてきた稲毛日菜子選手、伊藤

樹選手、小牧弘季選手、久しぶりの出場となる山岸夏希選手、谷川友太選

手、そして、初出場の 2人の大学生、阿部悠選手、松本萌恵選手を加えた、

フル混合 WOC としては少数精鋭の男女それぞれ 4名を派遣しました。 

 スプリント個人は、予選通過ラインまで小牧選手が 18 秒、阿部選手が 24 秒と迫りましたが、男子

の他の３選手はミスパンチにより記録無しとなり、スプリント決勝には誰も出場できませんでした。 

 スプリントリレーは、１走の松本選手が中盤まで集団に食らい付きポティンシャルの高さを示した

ものの、速いスピードに地図読みが追い付かず終盤の連続ミスにより、２走以降は単独走となり、完

走 22ヶ国中、21 位となりました。 

 スプリント個人の予選通過とスプリントリレーの集団内での継走のためには、絶対的な高い走力と

速いスピードでの地図読み能力が必要であり、スプリント種目だけの WOC2022 に向けて、スプリント

代表選手のレベルアップ方法を早急に検討しなければならないと考えています。 

 ミドル予選では通過ラインまで小牧選手が 50秒、稲毛選手が 57 秒とあと一歩届きませんでした

が、この 2人は通過者ゼロの国に与えられる枠でミドル決勝に出場し、難テレインにも関わらず稲毛

選手は好走し、予選通過選手数人を上回る 40 位という素晴らしい順位を叩き出しました。 

 フォレストリレーは、女子１走の稲毛選手が中盤まで 11位と好走す

るも、終盤で痛いミスにより集団から離されました。また、男子１走の

小牧選手は 2 番へのアプローチで少々異なるルートを取ったことにより

集団に乗り損なってしまいました。例年なら競っている欧州圏外の国々

が参加していなかったこともあり 2走以降はほぼ単独走となり、どの選

手も大きなミスはなかったものの、これまでと同様に欧州中堅国とは大

きく差をつけられた順位となりました。 

 最終日のロングはアップの多いタフなコースが用意され、稲毛選手は前半こそ彼女の個人目標であ

った 40 位前後で走ったものの、後半疲労から来るミスが原因で、最終的に彼女自身 3度目の 48 位と

なりました。一方、小牧選手は道から回り込んで登りを抑制するという戦略が功を奏し、途中から形

成された集団にも乗ることができ、最後まで高い走力レベルのまま走り切りました。トップ比 130％を
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切るタイムでロング 46位という順位は近年にはない好成績です。  

 今回の WOC では、選手の日頃の鍛錬や皆様のご支援、ご声援のおかげで、稲毛選手のミドル 40位、

小牧選手のロング 46 位などの好記録・順位を残すことができました。厚く御礼申し上げます。 

 しかしながら、目標の 1つであった予選通過者は 1人も出すことができず、日本チームとして組織

的・体系的な強化が不可欠であることを再認識させられました。来年のスプリント WOC2022（デンマー

ク）、再来年のフォレスト WOC2023（スイス）に向けて、事前遠征を含む強化活動を計画的かつ強力に

進めて参ります。 

 今回は、大会直前での見どころ配信、大会期間中の Zoom や YouTube を使ったライブビューイング、

Twitter、Facebook などの SNS による選手たちとの情報共有で、日本国内のオリエンティアの皆さんに

WOC を身近に感じていただいたと同時に、数多くの応援者がいらっしゃることを認識することができま

した。日本チームの一段高いレベル到達に向けて選手・関係者一同、邁進していく所存ですので、今

後も引き続き応援者の皆様からのご支援、ご鞭撻を宜しくお願い致します。 

●オンラインセミナー報告（業務執行理事：村越） 

 昨年６月よりコロナ禍対応でスタートしたリモートセミナーですが、全国各地の愛好者に気軽に情

報を提供できるツールとして、Zoom を活用して継続的なセミナーや講演会を企画しています。５～７

月の３か月間には 12 回のセミナーを実施し、延べ 496 人の方に視聴いただきました。内容は以下のと

おりです。特に７月１日には、２年ぶりに開催された「世界選手権（チェコ）をオンラインで見よ

う」という企画で実施したところ、100 名（定員）を超える参加があり、それ以降は Zoom での配信に

加え YouTube でも同時配信を実施し、89 人の視聴があり、トータルで 585 名の方にセミナーを視聴し

ていただいたことになります。 

 この後は９月に派遣予定のジュニア世界選手権の壮行を兼ねたセミナーを実施するほか、競技技術

や運営技術を提供するセミナー、トップ選手の走り方や考え方を紹介するセミナーを継続して実施予

定です。 

 また、YouTube で JOA のチャンネルを開設し、セミナーの録画等の公開を始めました。今後も随時追

加していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。 

https://www.youtube.com/channel/UCnXrNlLTFkmbp0q2r3Dvn2Q 

●今後の公認大会・講習会のお知らせ (状況により変更の可能性があります。) 

10 月 23 日 第 10回全日本ミドル大会     (長野県) 

10 月 24 日 第 48回全日本ロング大会     (長野県) 

10 月 30 日 ねんりんピック岐阜 2021 前日スプリント大会[公認 S] (岐阜県) 

11 月 6 日 WMG2021 関西プレイベント 香美ミドル大会  (兵庫県) 

11 月 7 日 WMG2021 関西プレイベント 神河ロング/ミドル大会  (兵庫県) 

2022 年 1月 9日 第 98 回上尾 OLC 大会 in 古河公方[公認 S]  (茨城県) 

以上 

期日 内容
参加
者数

youtube
視聴数 講師

2021/5/21 「伊藤樹：海外遠征のすすめ」 76 伊藤樹(代表選手）

2021/6/2
良いコースを組もう：第１回：コースプラ
ンの基本 68 25 村越真（JOA顧問）

2021/6/13
WOD OCAD セミナー 「OCAD Starter
を使ったO-Map作成」 20 中村憲（JOA地図委員会委員長）

2021/6/23
良いコースを組もう：第２回：「初心者、
年少者と年長者に適したコース」 10 21 吉田勉（コーチ研修会講師）

2021/7/1 世界選手権を見よう！ 100 鹿島田浩二（業務執行理事他）

2021/7/7
良いコースを組もう：第3回：練習会の
コース設定 9 12 小泉成行（コーチ研修会講師）

2021/7/13 JADAアンチドーピングセミナー 28 栗林尚志（JADA）
2021/7/16 レジェンドに聞きたい③ 76 杉山隆司（日本最初の世界選手権出場者）
2021/7/17 レジェンドに聞きたい③-2 72 杉山隆司（日本最初の世界選手権出場者）
2021/7/23 世界選手権レポート 37 31 WOC代表選手、鹿島田、稲葉

合計数 496 89


