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年が明けオミクロン株が予測をはるかに超えるスピードで拡がり、高止まりの状況が続いていま

す。協会ホームページにも「新型コロナウイルス感染症の第 6 波流行下での対策のお願い」として参

加・運営の対応についての注意事項を掲載しておりますので、改めてご確認をお願いいたします。 

●本号の内容 

・2021 年度全日本リレー大会についてのお知らせ 

・2 月 16 日 オンラインセミナーのお知らせ「アナリシスを楽しもう」 

・日本オリエンテーリング協会 活動メンバー募集 

・今後の公認大会・講習会のお知らせ 

●2021 年度全日本リレー大会についてのお知らせ（第 2 報） 

2021 年度全日本リレーオリエンテーリング大会（以下「本大会」）につきましては、2022 年 3 月 

13 日に岐阜県中津川市で開催が予定されていましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により渉外活

動を一旦中断することとなったため、現日程での開催可否については 2 月 13 日までに発表する旨を 

1 月 20 日に発表いたしました。  

その後も開催を模索してきましたが、現時点においても開催日程を確定することができないことか

ら、3 月 13 日の開催は断念し、3 月 6 日までに延期による開催可否を発表いたします。延期する場

合の開催日程は 5 月ないし 6 月を予定していますが、具体的な日付につきましては開催可否とあわ

せて発表いたします。  

なお、延期する場合は 6 月末までに開催されるため、参加にあたって必要となる競技者登録につき

ましては 2021 年度・2022 年度の両者ともに有効となります。また、クラス・選手・走順等の登録に

つきましては改めて期限を設定する予定です。  

本大会に向けて準備されてきました各都道府県協会ならびに選手の皆様には引き続きお手数をおか

けしまして誠に申し訳ございませんが、ご理解頂ければ幸いです。 

●2 月 16 日 オンラインセミナーのお知らせ「アナリシスを楽しもう」（無料、定員 95名） 

オリエンテーリングの上達に不可欠とされるアナリシス。でも、そのアナリシスを的確にやれてい

るでしょうか。ナショナルチームのコーチや学生クラブのコーチングで活躍する吉田勉氏を講師とし

て、アナリシスの基本から、重要な点など説明の後、模擬グループワークでレベルアップにつながる

アナリシスの方法をお届けします。 

配信方法：Zoom による無料配信。事前申し込みは必要ありません。 

日時：2 月 16 日（水）21:00～ 60 分程度。 

配信方法：zoom による無料配信。事前申し込みは必要ありません。 

参加 Zoom URL： 

https://us06web.zoom.us/j/82020672806?pwd=WEU0ZDM2MzJLQVNiQkJmbVNocEl1Zz09 

  ミーティング ID: 820 2067 2806  

  パスコード: 385508  

3 月 2日には「アナリシスを楽しもう」の実践編として、実際に受講者相互でのアナリシスのグルー

プワークを Zoom のブレークアウト機能を使って行います。こちらは事前申し込みが必要となります。 

詳細は JOA ホームページにてご確認ください。 
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●日本オリエンテーリング協会 活動メンバー募集 

日本オリエンテーリング協会（JOA）では、各委員会に分かれて様々な活動を行っています。 

「オリエンテーリングの楽しさを伝える」「競技環境を整備する」「選手を強化する」など多岐に

渡ります。 

【参考】JOA 委員会・委員一覧：https://www.orienteering.or.jp/joa-about/organization/ 

 ぜひ一緒に活動し、オリエンテーリングの魅力を再発見してみませんか。 

まずは相談からでも OKです。自己推薦または各会員（都道府県協会・日本学連）経由でのご連絡が

可能です。 

※各委員会、活動時の交通費・謝金等は規程に基づき支給いたしますが、ボランティアでのご協力

をベースとしている点は、ご了承いただいた上でのご連絡をお願いいたします。 

【１】全日本大会実行委員会メンバー＆2022 年度全日本ミドル・ロング運営者募集 

全日本委員 

募集 
“日本オリエンテーリング界のプロ集団”と共に、全日本大会を一緒に継続的に支えていく方

を募集しています。広い世代に向けて全日本大会をより楽しく、魅力ある大会にすることで、

オリエンテーリングの可能性を広げていきませんか？ 

下記のうち 1 つでも当てはまる場合はぜひ一度ご連絡ください！ 

・全日本大会のブランディング・マーケティングをチームで考えてみたい方 

・ランキング対象大会の選定等、主体的に動いていただける方 

・財務管理、地元の方との渉外等、大会運営における重要かつ特殊な業務を 

 事業者指導のもと身に着け、将来的に全日本大会にて担当していただける方 

連絡先：ajoc [@] orienteering.or.jp （担当：粂） 

募集期限：2022/2/28（月） 

※現在はフット O の全日本ミドル・ロングの企画管理、日本ランキングの運営を主に行って

います。今後変更となる場合があります。 

※希望する活動内容についてヒアリングさせていただき、全日本委員会内での承認後、 

JOA 理事会での承認が必要となります。 

※ご自身のお仕事や学業の都合に合わせて、可能な範囲でのコミットをお願いしています。 

 互いにメンバーを尊重し合い、共に切磋琢磨し共創していく方を募集しています。 

2022 年度 

全日本ミドル 

・ロング 

運営者募集 

2022 年 10 月に全日本ミドル・ロングを一緒に運営していただける方を募集しています。 

現在募集中の役職は下記になります。 

・責任者：広報責任者、競技責任者補佐、運営責任者補佐 

・パートチーフ：スタートチーフ、救護チーフ、計算センターチーフ、会場チーフ 

・事前スタッフ：広報スタッフ（SNS 運用）（広報物作成（デザインを除く）） 

        翻訳スタッフ、資材管理担当、表彰担当 

・当日スタッフ：演出スタッフ、競技関連スタッフ（スタート・救護・計算センター等） 

連絡先：ajoc [@] orienteering.or.jp  （担当：粂） 

募集期限：2022/4/30（土） 

※業務内容についてはご連絡いただいた後ご相談となります。 
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※大会開催は山梨県を予定しております。遠方の方は交通費等ご相談させていただく場合が

あります。 

※ご自身のお仕事や学業の都合に合わせて、可能な範囲でのコミットをお願いしています。 

 互いにメンバーを尊重し合い、共に切磋琢磨し共創していく方を募集しています。 

【２】スプリント委員会メンバー＆2022 年度全日本スプリント運営者募集 

スプリント 

委員会 

委員募集 

全日本大会のスプリント競技の継続的な開催・魅力づくりを共に行っていく方を募集しま

す。 

特に以下に当てはまる方は大歓迎です。 

・全日本スプリントの競技の根幹に携わりたい、プランナーを担当したい方 

・関東以外にお住いの方、居住地域で全日本スプリントを開催したい方 

・財務管理、地元の方との渉外等、大会運営における重要かつ特殊な業務を 

 将来的に全日本大会にて担当していただける方 

・日本でのスプリント競技の可能性を広げていきたい方 

連絡先：joa[@]orienteering.or.jp（担当：瀬川） 

（件名を『【スプリント委員会】メンバー募集に関して』でお願い致します。） 

募集期限：2022/2/28（月） 

※現在(今後)はフット O の全日本大会のスプリント競技の企画管理、日本ランキング(スプ

リント)の運営を主に行っています。今後変更となる場合があります。 

※希望する活動内容についてヒアリングさせていただき、スプリント委員会内での承認後、 

JOA 理事会での承認が必要となります。 

※ご自身のお仕事や学業の都合に合わせて、可能な範囲でのコミットをお願いしています。 

 互いにメンバーを尊重し合い、共に切磋琢磨し共創していく方を募集しています。 

【３】地図委員会メンバー募集 

地図委員会 

委員募集 
地図委員会の委員になっていただける方を募集します。 

活動内容： 

・ISOM、ISCD などの翻訳、ガイドラインの発行 

・地図図式、地図調査技術などの啓発活動（セミナーなど） 

その他、今後は以下のようなことをやっていこうと考えています。 

・地図調査等に関するオンラインフォーラム 

募集する人： 

・上記のような活動に関心のある方 

・O-MAP 制作の技術に関心のある方 

・O-MAP 制作の楽しさや技術をシェアしたい方 

・その他 OMAP に関係する活動のアイデアがある方 

地図委員会のメンバーには本職の地図専門家がそろっていますので、そういった方々と交流

をすることもできます。 
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連絡先： 

inkn.chuson[@]gmail.com （委員⾧ 中村憲） or JOA 事務局 

いつでも募集中！  

【４】アンチドーピング委員会メンバー募集 

アンチドーピ

ング委員会 

委員募集 

いまやスポーツ界にとどまらず社会問題にもなっているドーピング。オリエンテーリングに

おいても無縁ではありません。オリエンテーリングがクリーンなスポーツであることを証明

するために、アンチ・ドーピング活動は不可欠です。ドーピングの危険は日常にも存在して

います。それから選手を守らなければなりません。 

JOA のアンチ・ドーピング委員会ではその活動の協力者を求めています。 

・アンチ・ドーピング活動に携わることに関心のある方 

・医療や薬剤についての知識を活かしたい方 

は是非ともご協力ください。ご連絡をお待ちしております。 

●連絡先 

ad [@] orienteering.or.jp 

件名【AD 委員会】メンバー募集に関して 

 担当：落合 

●募集期限 

 随時 

●備考 

 資格不要 

【５】強化委員会メンバー募集 

強化委員会 

委員募集 
世界で活躍しようとしている選手のサポーターを募集しています。 

主に強化選手、アドバンスト登録選手を対象とした合宿、練習会、及び、代表選考レースを

企画、運営、アシストいただける方、是非ご連絡ください。 

連絡先：kyouka[@]orienteer.jp（担当：稲葉） 

募集期限：2022/4/30（土） 

※WOC や JWOC などではばたこうと夢見ている若者たちを一緒に応援していきましょう。

一緒に練習することで、ご自身の競技力 UP にも大いに役立つと思います。 資格不要 

 

●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。) 

3 月 19 日  第 26 回京大京女立命館大学オリエンテーリング大会[公認 F] (三重県) 

3 月 20 日  パーク O ツアー in 関西 2021 滋賀大会 [公認 S]  (滋賀県) 

3 月 21 日 大阪 OLC 設立 45 周年大会 [公認 F]    (大阪府) 

4 月 24 日 三河 OLC 設立 45 周年記念大会 [公認 F]   (愛知県) 

以上 


