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公益社団法人日本オリエンテーリング協会 

 

【日本代表選手決定】 2023スキーオリエンテーリングワールドカップ大会 

 

2023スキーオリエンテーリングワールドカップ大会に出場する日本代表選手が決定しましたので報告します。 

2023ワールドカップ大会は全3戦開催されますが、日本代表選手はそのすべて、あるいは一部に出場予定です。 

 

2023スキーオリエンテーリングワールドカップ大会日本代表選手 

選手女子（2名） 

荒町 美希 （北海道大学） 

高野 澄佳 （大阪大学） 

選手男子（6名） 

石原 湧樹 （アークコミュニケーションズスキーチーム） 

清水 嘉人 （札幌OLC/札幌農学校） 

道坂 怜生 （大阪大学） 

木谷 弥彦 （北海道オリエンテーリング協会） 

平石 大河 （北海道大学） 

阿部 凜太朗 （北海道大学） 

 

大会詳細と代表選手プロフィールは別紙をご参照ください。 

 

■オリエンテーリングとは 

地図上に記載されたコントロールを順番通りに通過するタイムトライアルレースです。自然の中を駆け抜ける力はもちろん

のこと、どのような経路を取るのか、そのナビゲーション能力も要求されます。日本では、大学生に競技人口が多いのが特

⾧です。オリエンテーリングには４つの競技がありますが、冬の競技であるスキーオリエンテーリングは2019年に冬季ユニバ

ーシアード大会で初めて採用され、2027年から正式種目に取り入れられるなど、近年、若者に対して最も力を入れてい

る競技です。 

追加施設を必要としないため、環境に優しく、財政的なメリットがある点、自然の中で地図という情報源を駆使して針路

を決めるチャレンジが若者へ有益である点などをアピールしながら、冬季オリンピック大会でのスキーオリエンテーリング競技

の採用を目指しています。 

スキーオリエンテーリング動画 https://www.youtube.com/watch?v=hqh6XAg5Wxc 

 

【お問い合わせ先】 

公益社団法人日本オリエンテーリング協会 http://www.orienteering.or.jp 

電話:03-5843-1907 小野賢二事務局⾧ e-mail:  joa@orienteering.or.jp 

電話:03-5730-6133 大里真理子選手団広報（株式会社アークコミュニケーションズ内） 

  



別紙 【日本代表選手決定】 2023スキーオリエンテーリングワールドカップ大会 

 

大会詳細 ワールドカップ第1戦 
大会名 :2023スキーオリエンテーリング第1戦（Ski Orienteering World Cup 2023 Round 1） 

主催 :国際オリエンテーング連盟（IOF） 

期間 :2023年1月9日-1月11日 

場所: :オーストリア共和国・ラムサウ 

大会ホームページ :https://wsoc2024.ski-o.at/welcome-wc23/ 

日程と種目 

1 月 9 日（月）  スプリント（個人戦） 

1 月 10 日（火） パシュート（個人戦） 

1 月 11 日（水） ミドル（個人戦） 

 

 

大会詳細 ワールドカップ第2戦 
大会名 :2023スキーオリエンテーリング第2戦（Ski Orienteering World Cup 2023 Round 2） 

主催 :国際オリエンテーング連盟（IOF） 

期間 :2023年1月31日-2月4日 

場所: :ラトビア共和国・マドナ 

大会ホームページ :https://esoc2023.lv/ 

日程と種目 

1 月 31 日（火） スプリント（男子・女子）（個人戦） 

2 月 1 日（水）  ミドル（男子・女子）（個人戦） 

2 月 3 日（金）  ロング（男子・女子）（個人戦） 

2 月 4 日（土）  リレー（男子・女子）（団体戦） 

2 月 5 日（火）  スプリントリレー（男女混合）（団体戦） 

 

大会詳細 ワールドカップ第3戦 
大会名 :2023スキーオリエンテーリング第3戦（Ski Orienteering World Cup 2023 Round 3） 

主催 :国際オリエンテーング連盟（IOF） 

期間 :2023年2月10日-2月12日 

場所: :ノルウェー王国・ベイトストレン 

大会ホームページ :http://www.orientering.no/wmsoc-2023/ 

日程と種目 

2 月 10 日（金） ミドル（男子・女子）（個人戦） 

2 月 11 日（土） スプリント（男子・女子）（個人戦） 

2 月 12 日（日） パシュート（男子・女子）（個人戦） 

 

種目の説明 

スキーオリエンテーリングは決められた距離を滑るのではなく、優勝設定タイムを想定して距離が決められます。 

スプリント: 優勝設定タイム 12-15 分(例:男子 3.6km、女子 2.8km)、時差スタート 



パシュート: 優勝設定タイム 35分程度。スプリントの所要時間の差が加算された時刻でスタートする。 

スプリントリレー: 優勝設定タイム6～8 分/走順毎 (例:男子 2km/レッグ、女子 1.5km/レッグ) 

2 名 1 組のチーム戦。女子が最低1名含まれ1走、3走、5走を担当する。 

もう1名は2走、4走、6走となる。1走は全チーム一斉にスタートする。 

ミドル: 優勝設定タイム 35分程度、時差スタート 

ロング: 優勝設定タイム90分程度、一斉スタート 

 

 

 
スキーオリエンテーリング競技のようす。背後に見えるフラッグが、必ず通過しなくてはならないコントロールを示している。 

 

  



日本代表選手プロフィール 
女子 

氏名 荒町 美希 (あらまち みき) 

生年月日 1999 年 7 月 15 日 

所属 北海道大学 

出身高校 北海道札幌西高等学校(北海道札幌市) 

出身地 北海道札幌市 

抱負 競技歴も浅く、初めてのことばかりですが、大会の中で成⾧してみせま

す。 

 
 

氏名 高野 澄佳(たかの すみか) 

生年月日 2001 年 5 月 24 日 

所属 大阪大学 

出身高校 大阪府立茨木高等学校（大阪府茨木市） 

出身地 大阪府吹田市 

抱負 初めての世界大会、ベストを尽くし楽しみます。 

 
 

男子 

氏名 石原 湧樹 （いしはら ゆうき） 

生年月日 1997 年 2 月 7 日 

所属 アークコミュニケーションズスキーチーム 

出身高校 北海道旭川東高等学校（北海道旭川市） 

出身大学  東京大学 

出身地 北海道紋別郡遠軽町 

抱負 抱負 貪欲に結果を求めて頑張ります。 

 
 

氏名 清水 嘉人（しみず よしと） 

生年月日 2000 年 3 月 9 日 

所属 札幌 OLC/札幌農学校 

出身高校 神奈川県立湘南高等学校（神奈川県藤沢市） 

出身大学 北海道大学 

出身地 神奈川県藤沢市 

抱負 一つでも良い順位がとれるよう全力を尽くします。 

 
 



氏名 道坂 怜生（みちさか れお） 

生年月日 1999 年 3 月 27 日 

所属 大阪大学 

出身高校 大阪府立茨木高等学校（大阪府茨木市） 

出身地 大阪府茨木市 

抱負 2 回目の世界大会、楽しみます! 

 
 

氏名 木谷 弥彦（きや みつひこ） 

生年月日 1963 年 6 月 5 日 

所属 北海道オリエンテーリング協会 

出身高校 小樽潮陵高校(北海道小樽市) 

出身大学 北海道大学 

出身地 北海道余市町 

抱負 ベテランの経験を活かして精進します。 

 
 

氏名 平石 大河（ひらいし たいが） 

生年月日 1998 年 4 月 21 日 

所属 北海道大学 

出身高校 兵庫県滝川高等学校（兵庫県神戸市） 

出身地 兵庫県神戸市 

抱負 初めての海外遠征なので、楽しみつつも全力で頑張りたいと思います。 

 
 

氏名 阿部 凜太朗（あべ りんたろう） 

生年月日 2002 年 1 月 4 日 

所属 北海道大学 

出身高校 東京都私立海城高等学校 

出身地 東京都練馬区 

抱負 足りないものだらけですが、精一杯頑張りたいと思います。 

 
 


