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ポイント  

 POLAND はすごくいい！ 

 選考会はNishiPROに委託（5/18伊賀、6/8裾野、JKA補助事業） 

 代表チームはできるだけ人数を多く～もりあげたい 

– 若手、学生の勧誘 

– マスターズも併設です、みんなでいきませんか！ 

 

 助成金を活用、新規メンバーや若手補助！勧誘に積極的に 

– 予算約90万円の振り分け方針は、MTBO委員にお願い 

 

 羽鳥はとにかく踏んで上を目指したい 

– 時間をトレーニングに振り向けたい、お手伝いとか、 

とにかくご協力をぜひぜひ、切にお願いしたいです。 
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ポーランドについて  

 POLAND はどうやらすごくいい！ 

日本人にとって未知のHeartland （Estonia並み） 

エストニア・ノルウェーに並ぶ（ニホンより）治安の良い国 

すごく魅力的な国みたい！ 

 開催地は北東部のビャイストク、ベラルーシ(白ロシア）国境近い 

 近郊には絶滅危惧種ヨーロッパバイソンのいる国立公園もあり 

 ＥＵ加盟しているが 

いまだユーロ未導入（物価安い？） 

 どうやら一般家庭料理系がおいしい 

 東欧の中でも美人の多い国 

 コペルニクス、ショパン、 

ヨハネパウロ2世などポーランド出身 

 行ってみなくちゃわからない（^^） 
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全体の方針  

 POLAND WOC にチームを派遣（スポーツ振興助成補助） 

– 有望な選手への援助 

– 若手選手への援助 

– 女子選手・リレーチーム編成への援助 

 

 べたで地道な普及活動 

– RollerChallengeとビラ配りを地道にやります 

知名度は、かなり上がってきました。 

• 次は全日本大会 (4/27) 

 

 今年もぜひご協力いただければ幸いです、助かります 

– 2014シーズン合宿お手伝い、メニュー組みなどなど！ 

ひやかしでも体験でも、ご参加歓迎です、楽しもう。 
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カレンダー  

 POLAND WOC まで  http://wmtboc2014.pl/en 

 

 

 

 

 

 

4月５，６日以降で
エントリー開始。 
 
世界選手権メンバー
は4月中に内定で 
準備を開始しよう 
 
（定員に達しない 
 と思うけど？） 

http://wmtboc2014.pl/en
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カレンダー ２ 

 Bulletin2と関連した情報 

website   http://orienteering.org/events/?event_id=354 

Bulletin2 http://orienteering.org/wp-content/uploads/2014/04/Bulletin-2-updated.pdf 

 

 

 

 

日程 Event 備考 

4/7 Mon. エントリー受付開始 NishiPRO 

4/15 Tue. WOC Preliminary Entry 樋口さん、6ないし7名程度で仮払込み 
50% Entry payment 

4月末 WOC選手の内定をしたい 遠征に必要な情報や手配など開始 

5/18 Sun. 伊賀でMTBOイベント1 NishiPRO 17日は前日練習イベント 

5月末 WOC選手の確定 このあたりで航空券手配ほぼ終了かなあ 
予算の振り分けなども見通しがつくか 

6/8 Sun. 裾野でMTBOイベント2 NishiPRO 

6/22-8/10 強化合宿や練習会 例年4回合宿＋α程度 

7/16 Wed. WOC Name Entry 樋口さん、名前エントリー 
100% Full payment 

8/15 Fri. Open competition D.L. Payment should be done as well 

8/20 Wed. WOC Training Camp おそらくこのあたり現地トレキャンスタートします！ 

http://orienteering.org/events/?event_id=354
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2014/04/Bulletin-2-updated.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2014/04/Bulletin-2-updated.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2014/04/Bulletin-2-updated.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2014/04/Bulletin-2-updated.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2014/04/Bulletin-2-updated.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2014/04/Bulletin-2-updated.pdf
http://orienteering.org/wp-content/uploads/2014/04/Bulletin-2-updated.pdf
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選考会について Suggestions  

申込みについて 

–ポーランドに行きたいですか 

（世界選手権、マスターズ、観光など？） 

• 希望4月中遅くとも5月末に決めたいです 

（WOC選考メンバーが多すぎない限り） 

– MTB、マップホルダーがあるか 

レンタル希望ですか 

– MTB 、マップホルダー余分に貸せますか 

（こちらもご協力ください） 
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予算2014  

 今まで採った方針 

– 有力選手への補助 

– ＷＯＣ直前トレキャンへ大半補助（メンバー負担の

公平化） 

– （フットを含め）複数回WOC遠征への補助 

– 特殊技能への補助（メカニック、マッサージ） 

– 機材の確保・調達 

– 強化合宿への補助 

– 強化合宿手伝いへの補助 

– 学生への援助 

などなどを、適切に決めて配分しよう 
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予算2014  

こんな感じ、おおざっぱですよ 

–若手補助を90万円近く確保する予定 

 

 

 

 

 

2014MTBO予算

収入 支出 2013の実績

選考会と合宿 選考会と合宿 選考会と合宿

JKA補助金 400000 西プロ支払い 400000 西プロ支払い 300000

イベント収入 100000 選考会関連支出 100000 選考会関連支出 150000

合宿・練習会 100000 合宿・練習会 50000

事務費関連 事務費関連 事務費関連

2013JSCが上積みされれば 事務費 60000 事務費 60000

繰越金 100000 交際費 40000 交際費 40000

RollerChallenge 30000 RollerChallenge 30000

WOC関連 WOC関連 WOC関連

JSC補助金 1200000 有力選手補助 有力選手補助 -

若手補助 870000 若手補助 400000

チーム補助 200000 チーム補助 200000

合計

1800000 1800000 1230000注目 
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予算2014  

 思うこと実績2013 

– 2012JSCの申請手続きが不十分となり、700千円程度予定よりも収入減 

– 嶋岡費用400千円 

– MTBO会計残り 74千円（2014.2月現在） 

– JKAの支出計上～西プロへの支払いが事務手続き計上できずに、おそらく150千円程度の

MTBO予算を使った 

 

 やりたいこと2013（継続中） 

– JSC予算が500千円しか計上されていないが、600千円支出済み 

– 他委員会との調整で80-100万を最終的に収入として獲得したい 

– わかっていること：  

– 2014 西プロ見積もり 390千円 （選考会２回分、2014年5/18, 6/8） 

 やりたいこと2014 

– WOCチームを６人以上9人以下で構成したい 

– 若手や有力選手の呼び込み、支援 

– 女子選手の呼び込み、支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

約90万円支援の予算 



11 CANON INC. 

参考資料 
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MTBOの位置 SWOT  

 SWOT 

 

 

 

 

 

 

 

Opportunity 
 
他のバイク競技、MTB、シクロ、と

れとれ、オリエンテーリング／学
生トップ選手等そもそも未開拓な
人材市場 

Threat 
 
MTBO競技自体が訴求で
きずに人が集まらない 

Strength 
 
国内4オリエンテーリング
種目で最も高い成績 
成功している強化方針 

オリエンテーリングのトッ
プ選手にMTBOを多くやら
せる戦略、 

他の競技選手勧誘で、知
名度を上げる 

広いターゲットの強化策
はできない。やらない。 

Weakness 
 
大変少ない競技人口 

個人ターゲットでの選手
獲得で、他競技への知名
度を普及させる 

普及イベントはできないな
あ、余裕がないよ 


