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日一日と春の陽気となる中、新年度を迎えました。コロナ禍の影響により全日本スプリントとリレー

大会が延期となり、年度をまたいでの開催となりました。例年とは違う時期の開催とはなりますが、

多くの方に楽しんでいただけますよう準備を進めております。 

●本号の内容 

・2021 年度全日本スプリント大会についてのお知らせ 

・2021 年度全日本リレー大会についてのお知らせ 

・スプリント競技における安全への配慮をお願いします 

・世界スキーオリエンテーリング選手権大会 2022(シニア・ジュニア)報告 

・オンラインセミナーのお知らせ 

・今後の公認大会・講習会のお知らせ 

●2021 年度全日本スプリント大会についてのお知らせ (スプリント委員会) 

  第 14 回全日本オリエンテーリング選手権大会（スプリント競技部門）を下記の内容にて開催いたし

ます。 

  詳細は大会 Web サイトおよびブリテン 2（大会要項）に順次掲載いたします。皆さまのご参加をお待

ちしております。 

    開催期日：2022 年 6月 4 日（土） 

    開催地：新潟県新潟市中央区 新潟県スポーツ公園・新潟県立鳥屋野潟公園鐘木地区（予定） 

    ※デンカビッグスワンスタジアム内および HARD OFF ECO スタジアム新潟内は使用しません。  

    大会 Web サイト：https://www.orienteering.or.jp/jsoc/2021/ 
    エントリー・フォーム：https://japan-o-entry.com/event/view/933 

●2021 年度全日本リレー大会についてのお知らせ (全日本リレー大会実行委員会) 

第 30 回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 6 月 12 

日に本大会を開催することを決定いたしました。ただし、今後の新型コロナウイルスの感染状況によ

っては中止する可能性があります（その場合、再延期は行いません）。  

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、参加申し込み方法等につきましては下記の要項をご参照ください。  

https://www.orienteering.or.jp/events/jroc/2021gifu/ 

なお、参加費につきましては当初の要項に記載されていた金額より値上げとなる予定です。本来、

全日本リレーオリエンテーリング大会は日本スポーツ振興センターによる助成金の対象となります

が、2021 年度の助成金（100 万円）は 2022 年 3 月 31 日までに開催される場合が対象であり、6 

月 12 日に開催する場合は対象外となるため、本大会の収入は当初の想定より大幅に減少することに

なります。 この収入減をカバーするためには、運営側の努力だけでは限界があることから、やむを得

ず参加費を値上げさせて頂く次第です。突然の値上げとなり、各都道府県協会ならびに選手の皆様に

は誠に申し訳ございませんが、ご理解頂ければ幸いです。  

皆様に満足して頂ける大会を目指して準備を進めていく所存ですので、ご参加をお待ちして 

おります。 
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●スプリント競技における安全への配慮をお願いします 

(危機管理・コンプライアンス委員会、スプリント委員会) 

オリエンテーリングは自然環境の中で行われるので、そこにはある程度避けられない危険が存在しま

す。今まで JOA では、「ナビゲーションスポーツのための安全ガイド」 

https://www.orienteering.or.jp/archive/JOA_safety_manual2019ver.4.pdf 
や、「オリエンテーリング・安全のしおり」 

https://www.orienteering.or.jp/archive/JOA_safety_guide.pdf 
などで、競技における安全性の確保について啓発してまいりました。 

一方、近年スプリント競技が行われることが多くなってきています。スプリント競技は、公園や市街

地などで行われることが多く、競技時間も短いために、主に山林で行われるフォレスト競技よりもリス

クが低いと考えられがちですが、一方でその競技特性は別のリスクをはらんでいます。最近の事例をふ

まえて、改めて注意を喚起したいと思います。 

① 他者との接触・衝突 
スプリント競技は、主として公園や市街地などの公共空間にて開催されます。競技中、特に走行中

は他の競技者や競技者以外の歩行者等との接触・衝突のリスクがあります。特に市街地では建物等

により見通しの悪い場合があります。接触・衝突の結果、相手を負傷させた場合は、競技者に損害

賠償責任が発生する場合があります。 

② 自動車・自転車との接触・衝突 
道路等を走行する場合は、自動車や自転車との接触・衝突のリスクもあります。大会主催者は、危険

個所の明示や事前広報の実施等によるリスク低減に努めますが、ご自身でも周辺状況を把握するこ

とにより、競技中の接触・衝突リスクの低減を図ってください。 

③ 高い身体負荷によるケガ・疾病 
スプリント競技は、比較的短い距離を高速で走行することが要求されるため、競技中は極めて高い身

体負荷がかかります。また、市街地の場合、階段・段差などが多くみられ、路面が固いことから、転

倒の際に強度の打撲傷・骨折等を負うリスクがあります。ケガや疾病（特に循環器系の疾病）を避け

るためにも、競技前後には十分なウォーミングアップおよびクールダウンを行ってください。体調に

異変を感じた場合はすみやかに競技を中断してください。 

④ 脱水症状・熱中症 
十分な水分の摂取を怠った場合、脱水症状になるリスクが高まります。日陰がないコンクリートの路

面のような暑熱環境下で激しい運動を行う場合、脱水症状、塩分不足等の複合的な要因により熱中症

を発症する場合があります。熱さへの慣れやご自身の体調を踏まえた判断を行うとともに、競技前後

にはこまめに十分な水分摂取を行ってください。 

⑤ 器物損壊 
走行中の接触・衝突等により、生垣、柵等の人工物等を損壊しないよう注意してください。万一、損

壊してしまった場合は、必ず大会運営者へ申し出てください。 

大会・練習会などを運営される場合も、上記のようなリスクに配慮したうえで、適切なコース・環

境の設定、救護用品・救急体制の準備、傷害保険への加入などの対策をお願いいたします。 
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●世界スキーオリエンテーリング選手権大会 2022(シニア・ジュニア)報告 

世界スキーオリエンテーリング選手権大会 2022 および同時に開催されたジュニア世界スキーオリエ

ンテーリング選手権大会 2022（2022 年 3 月 15 日-3 月 19 日、於フィンランド・ケミ）に出場した日本

代表選手団の結果を報告します。本大会に参加するにあたり、多くの皆様の応援をいただきました。

ここにお礼申し上げます。 

世界選手権結果 

スプリント男子結果   

1 Saarela Ville Petteri（FIN） 0:11:47 

42 石原湧樹（日本）0:13:53  

52 青木雅実（日本）0:19:13 

54 清水嘉人（日本）0:20:35 

スプリント女子結果 

1 Kudre Schnyder Daisy（EST） 0:11:36 

36 佐野 響（日本）0:18:09 

パシュート男子結果    

1 Jorgen Baklid (NOR) 1:09:02   

28 石原湧樹（日本） 1:19:27   

49 青木雅実（日本）1:51:53 

50 清水嘉人（日本）1:52:34 

パシュート女子結果 

1 Linda Lindkvist (SWE) 1:10:45 

32 佐野 響（日本）1:59:59 

ミドル男子結果 

1 Stanimir Belomazhev (BUL) 0:40:45  

40 石原湧樹（日本） 0:49:54   

50 清水嘉人（日本） 1:02:10   

51 青木雅実（日本） 1:16:51 

ミドル女子結果 

1 Daisy Kudre Schnyder (EST) 0:36:43 

36 佐野 響（日本） 1:00:48 

国別対抗スプリントリレー結果 

1 ノルウェー 0:39:49 

12 日本 0:52:20 （女子:佐野 響/男子:石原湧樹） 

 ジュニア世界選手権結果 

スプリント男子結果    ミドル男子結果 

1 Niklas Ekstrom（FIN） 11:10   1 Niklas Ekstrom (FIN) 0:28:59 

10 寺嶋謙一郎（日本） 12:11   24 寺嶋謙一郎（日本）0:35:44 

ロング男子結果     3 人リレー男子結果 

1 Niklas Ekstrom (FIN) 1:06:04   1 フィンランド 1:18:02 

13 寺嶋謙一郎（日本） 1:15:15   日本+スウェーデン 1:11:34（2走で終了） 

      寺嶋謙一郎 + Alva Engstroem 

SKI-O 委員会 Twitter：https://twitter.com/ski_joa 
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●オンラインセミナーのお知らせ 

「バイクで広がるオリエンテーリングの魅力：MTB オリエンテーリング紹介」 

4 月 27 日(水) 21:00～22:30 

MTB オリエンテーリングとは？フットとの比較、何が面白い、MTBO の世界状況、MTBO 世界での戦

績、バイク競技で広がる世界等を第一線で活躍する羽鳥和重氏が語ります。 

フット競技者が気づかないオリエンテーリングの面白さや特徴が MTBO にはあります。ぜひ触れてみ

てください。 

https://www.orienteering.or.jp/archives/20220401-3/ 

●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。) 

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

6 月 4日 第 14 回全日本スプリントオリエンテーリング大会  (新潟県) 

6 月 12 日 第 30 回全日本リレーオリエンテーリング大会  (岐阜県) 

6 月 18 日 第 10 回定期総会 

8 月 27 日 コーチ２専門科目集合講習会    (東京都) 

9 月 18-19 日 コーチ１専門科目集合講習会    (静岡県) 

 

 

以上 


