
バイアスロン 
バージョン 1.2 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

強化責任者： プルッカー・ウバルド 

連絡先： 011-374-5136 

E-mail： office@biathlon.or.jp 

 

 

強化戦略プラン 
第二部 

 

バイアスロン 

バージョン 1.2 

2020/06/30 

2020年度版 



バイアスロン 
バージョン 1.2 

2 

強化戦略プラン 第二部（種目又は種別、強化単位） 

 

バ-ジョン管理 
強化戦略プランの改定履歴を記載する。 

バ-ジョン 日  付 作成・改定者 修正・変更点 

1.0 2013.04.23 小 舘 操 バージョン１．０作成 

1.0 2014.11.01 出口 弘之 バージョン１．０作成 

1.1 2017.05.31 ウバルド プルッカー バージョン１．１作成 

1.1 2018.10.26 山 瀬 功 バージョン１．１作成 

1.1 2019.06.30 山 瀬 功 バージョン１．１作成 

1.2 2020.06.30 プルッカー・ウバルド バージョン１．2作成 

1.3 2021.02.17 プルッカー・ウバルド バージョン１.3作成 

    

    

    

 

○バ-ジョン管理 
軽微な改定︓ 小数点に 1 を加算 例）1.0 → 1.1 
大規模な改定︓ 整数に 1 を加算 例）1.0 → 2.0 
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1. 現状と目標 

1－1︓現状 

1－1－1︓背景と現状の競技力 

1964年第9回インスブルックオリンピック大会に日本人選手として国際大会に初めて参加をして以来、事

である。1998年長野オリンピック大会女子インディビデュアル競技第６位入賞者の輩出するまでに34年の

時を要している。以来、ソチ2018年ピョンチャンオリンピック大会までの20年間入賞者以上を出すことが出

来ない状況が続いている。この現状を踏まえ、以下の施策を推進する。 

 

 

 

(1)パフォーマンス向上・発揮のための施策 

ア過去の強化策とその成果を再検討・評価 

イ指導者の養成・育成による指導能力の向上 

ウユース・ジュニア期からの一貫した指導システムの確立  

(2)情報戦略の推進 

(3)医・科学サポートチームとの連携強化 

 

国際的要因： 

１． 強豪国はジュニア・ユースの育成システムが確立されている 

２． 強豪国は銃使用許可年齢が低く、日本チームとの射撃能力差が非常に大きい 

 

政治的要因： 

１． 日本に於ける銃所持の規制問題 

２． シェンゲン協定によるヨーロッパの長期滞在が不可能 

３． 冬季ナショナルトレーニングセンターの不在 

 

経済的要因： 

１． 大会参加規程が複雑（オリンピック・ＷＣ）で継続的に参加しなければ参加枠減少 

２． 専門スタッフが多く必要で経費大 

３． ジュニア育成に必要な環境・資材不足 
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社会的要因： 

１． 国内に於けるクロスカントリースキー選手数の減少 

２． 競技別強化拠点が国有財産地域内にあり自由に使用できず、私用する都度手続きが必要 

 

IF の現状： 

１．国際バイアスロン連合は昨年度のコングレスにより新役員に改選特に大きな事業に変更はない 

２．強豪国中心に競技規則が変更（メディア・スポンサー関係） 

３．シェンゲン協定に不利益な国への IBU からのサポート不足 SLO 等長期滞在ビザ発行国の利用 

 

NF の現状： 

１．２０１６年度から外国人監督を招聘昨年度監督から外した為に国別順位を大きく下げる 

２．２０２２年度から外国人射撃コーチを招聘 

３．タレント発掘育成事業が開始されてから６年が経過したが、選手の受け皿が確立せれていない 

４．タレント発掘・育成は実銃が使用できないため、レーザーライフルで射撃力を育成せざるを得ない 

５．ユース年代の実弾射撃は国内でできないため海外合宿が必要である 

６．２０１９年度ジュニア・ユース世界選手権及びユースオリンピック冬季競技大会にユース選手５名が参加 

７．２０２０年度ユニバシアード冬季大会に男女各２名の選手を派遣予定 

 

技術的要因： 

１． ユースからシニアまでの一貫したトレーニングシステムが確立 

２． 日本選手に合致したマティリアル開発 

３． 射撃コーチの指導スキル向上 

４． ユース年代の実弾射撃は海外でしかできないためレーザーライフルを使用してトレーディングを行う 

 

ユース期： 

１． ユース選手の指導者が不足 

２． レーザーライフル射撃トレーニング資材が不足 

３． ユース世代のためのトレーニングシステム及びマニュアルの作成が必要 
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検証・評価の結果 

オリンピック前２大会評価の結果を記載するにあたり、本格的に連盟が関与し計画されたトレーニングが行わ

れたのは、平昌オリンピックの２シーズン前からであったことを考慮しなければならない。理由は、２０００年以

降、選手の強化がチームの考えを主体に行われ、以後成績の低迷する原因となった経緯がある。 

※分析資料参照 

① オリンピック大会後の成績の低下＝スタッフ・選手の意味のない交代が起きていて、経験値及び指導内容   

が継続されていなかった。昨年度も同じ轍を踏み大きく国別順位を下げることとなった。 

② 一度国別順位か２３位以下に低迷した男子は、ソチオリンピック後国別順位を上げるのに４年かかった。

理由は、ポイントゲッターは最低３名枠が必要なところ、２３位以下の国は２名のみの大会参加枠しかない

ため。昨年度はようやく獲得した男子３名枠を強化方針を無視したために、元の２名枠に戻った。 

③ 過去２大会シーズンの比較 

OWG  

大会名 
シーズン 

女子 

順位 

国別 

ポイント 

ポイント 

獲得選手 

男子 

順位 
ポイント 

ポイント 

獲得選手 

平昌 2017-18 17 3501 立崎芙、古谷 24 2141 立崎幹 

ソチ 2013-14 24 1184 立崎芙 26 1133 無 

 

各国の動向 

列強：ドイツ、フランス、ノルウェー、スウェーデン、オーストリア、イタリア、ロシア、ベラルーシ  

1. ユース・ジュニアの育成システムが確立（競技人口が多い） 

2. 低年齢から射撃ができる 

中位国：アメリカ、カナダ、スロベニア、スロバキア、チェコ、スイス 

１. 低年齢から射撃ができる 

２. 選手層は薄いがメダリストを輩出、ジュニア・ユース選手が多い 

日本の当面ライバルとなる国 

１． 男子：ポーランド、フィンランド、リトアニア、ラトビア、カザフスタン、ルーマニア、ベルギー 

２． 女子：カナダ、エストニア、フィンランド、ブルガリア、中国、韓国、スロベニア、カザフスタン 
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目標の設定 

1－1－2︓優位性と課題 

種別、種目の優位性 

過去オリンピック大会第６位、世界選手権大会第４位と成果を出した種目は、インディビデュアルである。理

由は、スキー走力の差をペナルティー加算タイム（１分）が加算されることにより、射撃の命中率が良い時にそ

の成果が出ていると思われる。 

しかし、今後のオリンピック大会に安定して入賞以上の成果を求めるとすれば、走力の向上が必須の強化

対象になる。 

従って、２年前から始めた持久力能力の向上トレーニングの質・量を向上させることが余裕のある射撃につ

ながり、良い成績に繋がる。 

１． 国内に於けるトレーニング環境が国際基準にない 

２． 拠点が自衛隊施設内国有地にあり、使用申請に時間を要する 

３． 射撃とローラースキートレーニングできる施設が国内に１ケ所しかない 

４． 雪上トレーニングは自然降雪に左右され、夏季にスキートレーニングする環境がない 

 

課題 

① ユース・ジュニアの発掘育成も始めているが、バイアスロン競技用銃を撃てる年代になるのが、日本の現

在の法律では特例でも１８歳以上となっていて、本格的なバイアスロントレーニングを始めるのが年齢的に遅

くなり、若い時代に養う射撃の感覚を学ぶ時期を失している問題がある。 

② 上記内容に付随して、国内において射撃を含むトレーニングができる場所が少なく、子供たちのトレーニン

グする場所、機会が外国に比し極端に少ない。 

③ 現在国内に選手・チームが少なく競争意識が育たないため、海外にその機会を求めざるを得ない。 

 

1－2︓ 目標（現状可能な目標）とマイルストーン 

1－2－1︓2022年北京大会（冬季） 

 目標（現状可能な目標） 

2022 年 ８位入賞（個人または団体種目）×１ 

 

 マイルスト-ン（検証指標） 

2020~ 
2021 年 

・ワールドカップ国別順位 ： 男子２３位以内、女子２０位以内 

・ワールドカップ大会 個人総合順位 ： 女子６０位以内×２名、男子６５位以内×２名 

・国内で次世代アスリート発掘事業 ： 国内３カ所で開始 

2021~ 
2022 年 

・ワールドカップ国別順位 ： 男子２２位以内、女子１９位以内 

・ワールドカップ大会 個人総合順位 ： 女子６０位以内×２名、男子６０位以内×２名 
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上記の目標・マイルトーンを設定した理由や根拠 

１． 射撃命中率の向上 

２０１７～２０１８ 伏射８８％、立射７７％ 平均８３％ ワールドカップ５位、4 位２０１８～２０１９ 伏射

８２％、立射９１％ 平均８７％ 世界選手権大会、１４位 

 

２０１８～２０１９ワールドカップ大会 女子上位４名の平均命中率７７．５％ 

２０１８～２０１９ワールドカップ大会 男子上位４名の平均命中率７５．２５％ 

２０１９～２０２０ワールドカップ大会 女子上位４名の平均命中率７６％ 

２０１９～２０２０ワールドカップ大会 男子上位４名の平均命中率６９．７５％ 

２０２０～２０２１ワールドカップ大会 女子上位４名の平均命中率７８％ 

２０２０～２０２１ワールドカップ大会 男子上位４名の平均命中率７５％ 

 

 

シングルミックスリレー射撃命中率 

２０１７～２０１８ 伏射７８％、立射８２％ 平均８０％ ワールドカップ８位２０１８～２０１９ 伏射９１％、

立射８１％ 平均８６％ ワールドカップ９位 

 

２． 海外コーチによるトレーニングシステムの浸透 

３． 日本人の環境対応能力向上 

４． 競技種目に特化した選手強化 
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1－2－2：2026年大会（冬季） 

 目標（現状可能な目標） 

2026 年 メダル×１個 

 

年度 マイルスト-ン（検証指標） 

2020 
~2021 年 

・ワールドカップ国別順位 ： 男子２２位以内、女子１９位以内 

・ワールドカップ大会 個人総合順位 ： 女子６０位以内×２名、男子６０位以内×２名 

・IBU カップ国別順位 ： 男子２５位以内、女子３０位以内 

・IBU ジュニア国別順位 ： 男子２９位以内、女子２８位以内 

・ユース・ジュニア世界選手権大会 ： ワールドカップ大会参加資格取得×２名 

・ユニバシアード冬季大会 ： 個人種目２０位以内×２名、男女ミックスリレー１０位以内 

2021 
~2022 年 

北京オリンピッ

ク大会 

・ワールドカップ国別順位 ： 男子２０位以内、女子１７位以内 

・ワールドカップ大会 個人総合順位 ： 女子６０位以内×２名、男子６０位以内×２名 

・IBU カップ国別順位 ： 男子２５位以内、女子３０位以内 

・IBU ジュニア国別順位 ： 男子２９位以内、女子２８位以内 

・ユース・ジュニア世界選手権大会 ： ワールドカップ大会参加資格取得×２名 

2022 
~2023 年 

・ワールドカップ国別順位 ： 男子２０位以内、女子１７位以内 

・ワールドカップ大会 個人総合順位 ： 女子６０位以内×２名、男子６０位以内×２名 

・IBU カップ国別順位 ： 男子２５位以内、女子３０位以内 

・IBU ジュニア国別順位 ： 男子２９位以内、女子２８位以内 

・ユース・ジュニア世界選手権大会 ： ワールドカップ大会参加資格取得×２名 

・ユニバシアード冬季大会 ： 個人種目２０位以内×２名、男女ミックスリレー８位以内 

2023 
~2024 年 

・ワールドカップ国別順位 ： 男子２０位以内、女子１６位以内 

・ワールドカップ大会 個人総合順位 ： 女子６０位以内×２名、男子６０位以内×２名 

・IBU カップ国別順位 ： 男子２５位以内、女子３０位以内 

・IBU ジュニア国別順位 ： 男子２９位以内、女子２８位以内 

・ユース・ジュニア世界選手権大会 ： ワールドカップ大会参加資格取得×２名 

2024 
~2025 年 

・ワールドカップ国別順位 ： 男子１９位以内、女子１６位以内 

・ワールドカップ大会 個人総合順位 ： 女子６０位以内×３名、男子６０位以内×３名 

・IBU カップ国別順位 ： 男子２５位以内、女子２８位以内 

・IBU ジュニア国別順位 ： 男子２９位以内、女子２８位以内 

・ユース・ジュニア世界選手権大会 ： ワールドカップ大会参加資格取得×２名 

・ユニバシアード冬季大会 ： 個人種目１５位以内×２名、男女ミックスリレー７位以内 

2025 
~2026 年 

トリノオリンピッ

ク大会 

・ワールドカップ国別順位 ： 男子１８位以内、女子１６位以内 

・ワールドカップ大会 個人総合順位 ： 女子６０位以内×４名、男子６０位以内×４名 

・IBU カップ国別順位 ： 男子２５位以内、女子２８位以内 

・IBU ジュニア国別順位 ： 男子２９位以内、女子２８位以内 

・ユース・ジュニア世界選手権大会 ： ワールドカップ大会参加資格取得×２名 
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上記の目標・マイルトーンを設定した理由や根拠 

１．ユース・ジュニア期から海外合宿・国際大会に参加させ、多くの経験を積み上げる 
２．優秀なクロスカントリー選手からバイアスロン選手への強化育成（ユース・ユニバーシアード） 

３．国内コーチの指導力の向上 
 

2. 戦略方針 

2－1：競技力強化のための戦略 

2－1－1：2022年北京大会（冬季）の目標達成に向けた戦略 

主な成功要因 

① 外国人専門コーチの招聘（射撃・走力） 
② 競技種目に特化した強化 
③ 日本人に合致したマティリアルの研究と開発特にワックシング技術の向上 
 

戦 略 

１． 競技種目に特化した強化 

２． エリート選手への強化費の配分 

 

2－1－2：2026年大会（冬季）の目標達成に向けた戦略 

主な成功要因 

①海外優秀コーチの招聘 
②タレント発掘育成事業の全国展開次世代有望選手の強化育成（ユース・ジュニア・ユニバーシアード） 
③日本人コーチの指導力向上 
 

戦 略 

１、 日本人気質に合った海外優秀コーチの招聘 

２、 次世代アスリート強化・育成 

ユース・ジュニア世界選手権大会への継続した派遣２０２０、２０２４ユースオリンピック大会派遣 

ユニバ―シアード選手の継続した発掘・育成 

海外拠点（ユース・ユニバーシアード実弾射撃練習）の整備 

３、 特別帰化審査による国籍を替えた選手の獲得 

 

 

2－2： ターゲットアスリート、指導者（コーチ）、強化スタッフ 

別添 1 に記載 

 

2－3： 強化拠点 

1） 強化拠点の必要性と活動方針 

バイアスロンの総合トレーニングを実施できる国内唯一の西岡バイアスロン拠点である。 

特に、夏のローラースキートレーニングと射撃トレーニングが同時にできる唯一の会場である。 

ナショナルチーム及びシニアチームの多くのトレーニング時間を使用している。また、タレント発掘育成選手の

総合トレーニング会場としても年間を通して活用している。 

 



バイアスロン 
バージョン 1.2 

11 

  2） 主な活動場所 

具体的な活動場所 
主に使用するカテゴリ- 

拠点・施設名 所在地（都道府県・市町村） 

西岡バイスロン競技場 札幌市豊平区 シニア・ジュニア・ユース 

宮の沢室内競技場（射撃） 札幌市 シニア 

ニセコトレ―ニングセンター 磯谷郡蘭越町湯里 シニア・ジュニア 
   

 

 

2－4︓ 強化体制等の整備 

2－4－1：日本代表選手及び指導者（コーチ）、強化スタッフの選考 

1） 日本代表選手 

男子選手：立崎幹人・枋木司・尾崎光輔・児玉翔平・倍賞和己 

女子選手：立崎芙由子・田中友理恵・前田沙理・蜂須賀明香・田中きらり 

 

2） 日本代表監督・指導者（コ-チ）、強化スタッフ等 

ヘッドコーチ：能登直、滝澤明博、井佐英徳 

コーチ：・遠藤智徳・笠原辰己・渡辺恒・佐藤文隆・鈴田真樹・蛯澤伸治・永井順二 

 

2－4－2：アンチ・ドーピングに関する取り組み 

１．サマーバイアスロン大会に於けるシニア・ジュニア・ユース選手、指導者に対する教育   

２．全日本選手権大会・宮様大会参加チームに対する教育 

３．東日本選手権参加選手に対する教育 

 

2－4－3：人材育成・確保 

１． タレント発掘の全国展開（選手・指導者） 

ユース・ユニバーシアード 

２．全日本スキー連盟、全日本学生スキー連盟及び高校との連携した選手の発掘及び異競技間の交流 

2－4－4：強化戦略プラン推進体制 

１．連盟内の各委員会との連携をした戦略プランの推進 

２．連盟と加盟団体チーム間の統一した強化プランに基づくトレーニングの実施 

 

 

3. モニタリング及び検証・評価 
 

モニタリング及び 

検証・評価の項目 
実施時期 実 施 者 備     考 

競技力強化のための PDCA
の実行 

前年度１２月末 強化委員会 
加盟団体チームとの連携及

び調整 
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ガバナンス・コンプライアンス 
理事会開催時 
強化合宿時 

理事会、各委員会  

野外体力測定（ランニング・ロ

ーラースキー・射撃） 
７月上旬 
９月下旬 

強化委員会 理事会への報告 

 
   

 
   

 

 

4. 別添資料 

別添 1） 有望選手及び指導者・スタッフ一覧 

別添 2） 令和 2 年度事業計画 
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