
2015年度第 1回関東学連総会議事録 

日時： 2015年 4月 1日 13時 

場所： 東京大学駒場キャンパス学生会館 

文責： 坂野翔哉 

出席： 東京 東工 千葉 横浜国立 一橋 実践 十文字 横浜市立 筑波 相模女子 

慶應 農工 早稲田 お茶の水 津田塾 関東学院（準加盟・見学） 

委任： 日本女子 

遅刻： 茨城 

 

議長： 水間隼人（東工） 

全会一致で議長承認 
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(1) 自己紹介 

 

(2) 幹事承認 

幹事長（小泉）：全会一致(15)で承認 

事務局長（栗本）：全会一致(15)で承認 

副幹事長（平入）：全会一致(15)で承認 

渉外部長（芳賀）：全会一致(15)で承認 

広報記録部長（坂野）：全会一致(15)で承認 

会計部長（冨山）：全会一致(15)で承認 

普及部長（瀬川）：全会一致(15)で承認  



(3) 学連の仕事について 

・学連の存在意義について(セレクションの開催、オリエンテーリングの新興をはかる) 

・新興行事としてのペア Oと新人戦運営 

・年 4回の総会 

・また、渉外問題が起きた際に学連から金銭的な補助を受けることができる。 

ただし、そのためには学連宛に申請書を提出しなければならない。 

 →その申請書は最近不備が多いのでしっかりと不備なく提出してほしい。 

関東学連 HP→当連盟について→申請書→記入し pdfに変換 

→関東学連メールアドレス、件名に「練習会申請」と必ず記入 

※報告書の提出は特記すべき事項がなければ必要はない。 

 

 

(4) 2014年度決算承認、予算加盟費の承認 

 

  

2014年度関東学連　決算報告 2015年度関東学連　予算案
収入 支出 収入 支出

ペアO ¥105,600 ¥149,440 ペアO ¥100,000 ¥130,000
ロングセレ運用費 ¥25,773 ¥100,000 ロングセレ運用費 ¥100,000
加盟費 ¥356,000 加盟費 ¥360,000
新人戦 ¥226,300 ¥304,662 新人戦 ¥200,000 ¥250,000
ミドルセレ運用費 ¥148,672 ¥100,000 ミドルセレ運用費 ¥100,000
幹事交通費 ¥23,936 幹事交通費 ¥30,000
事務局家賃 ¥60,000 事務局家賃 ¥60,000
雑費 ¥3,384 雑費 ¥3,000
計 ¥862,345 ¥741,422 計 ¥660,000 ¥673,000
収入-支出 ¥120,923 収入-支出 ¥-13,000

ペアO決算 新人戦決算
収入 支出 収入 支出

参加費(Eカードレンタル、地図購入を含む) 105600 参加費(Eカードレンタル、地図購入を含む) ¥226,300
地図代 59000 地図代 ¥33,750
Eカード代 1500 宿代(風呂代を含む) 57125
宿代 5100 会場代(公民館も含む) 18800
会場代 3500 交通費 ¥132,162
交通費 62157 保険代 ¥10,900
備品代 18183 資材レンタル代 ¥3,956
計 105600 149440 備品代 47969
収入-支出 -43840 計 ¥226,300 ¥304,662

収入-支出 ¥-78,362



・決算：昨年度会計澤口 

関東学連は非営利団体なので、基本的に収益は出さないようにするが、近年利益が多く、赤

字の予算にしていたが昨年度決算は黒字。 

ペア Oと新人戦の参加者が多く、赤字にならなかった。また、ミドルセレも多く儲かったた

めに、お金が返ってきてしまったため。 

 

・予算案：澤口と今年度会計冨山 

新興行事運用費：支出の変動はしないが収入で利益が出ることがある。 

幹事交通費：基本的に総会は駒場、大岡山、日吉で行われる予定。 

家賃：YMOE山川さん・日本学連・関東学連の 3団体の事務局であり、家賃は関東学連は 1ヶ

月分を負担で使用の許可をいただいている。 

繰越金：100万円以上あるが調べられなかったため記載していない。 

雑費：振込手数料など。 

 

決算・予算案：全会一致(15)で承認 

 

(5) ロングセレテレイン 

〇重視したいポイント 

類似性：インカレロングテレインとの類似性 

平等性：近年どの程度使われたかなど 

近さ：スタート時間が早くなることが予想されるため、(新歓の手軽さとインターハイセレ

クションも考慮) 

 

※運営者側から「高麗日和田山」「赤根」「宇根峠」「上谷」「日光所野＋愛宕山」「矢板日新

＋山田」「赤城」の提案がされ、また幹事会から「日光口」「八ヶ岳牧場」の提案を行い、こ

れらについて上記の点を検討した。 

  



テレイン 交通 会場 地図 平等性 類似性 

日光口 ○ ✕ ◯  ◯ 

高麗日和田山 ○   △ ✕ 

赤根 ✕ ✕ △ △ × 

宇根峠 ✕ ✕  △  

上谷 △ △ △  ✕ 

日光所野＋愛宕山 ○ ○ ○ ✕ ◯ 

矢板日新＋山田 ✕    ◯ 

赤城 ✕ ✕ △ ✕ ◯ 

八ヶ岳牧場 ✕ ✕ △  ◯ 

 

上記検討を元に、採決を行った。 

 

テレイン 投票 

日光口 7 

高麗日和田山 0 

赤根 0 

宇根峠 6 

上谷 0 

日光所野＋愛宕山 2 

矢板日新＋山田 1 

赤城 0 

八ヶ岳牧場 0 

 

投票の結果「日光口」での開催を決定。 

リザーブテレイン（テレインクローズ）として全会一致(16)で承認。 

 

  



(6) ペア Oパート割り 

運営責任者：三浦（相模女子） 

競技責任者：田中（東京大学） 

事前準備・臨時総会 5/23 

夜から参加→津田、東工 

当日運営 5/24 

※横市は不参加 

 

パート割り 

パート チーフ メンバー 

スタート 一橋 津田塾、慶應、十文字、茨城、農工、日本女子、瀬川 

ゴール 関学 東工、横国、冨山、栗本、芳賀 

会場 千葉 早稲田、実践、お茶、平入、小泉 

計セン 筑波 坂野 

 

宿泊・風呂代を予算に組み込む？ペア Oで出すはずの赤字の量から検討。 

ご飯は各自支払 

パトチの役割は運責に備品連絡をすることとマニュアル改訂を行うこと 

今年度は事前申し込みを有りにし、計センの負担を減らす 

 

  



(7) ミドルセレ規約改訂 

問題点：加盟員数増加によって 1コースで出走させた場合、スタート時間が長くなることか

ら、トップスタートが早くなり、またゴール閉鎖も遅くなり、結果として運営者に負担とな

る。 

→ミドルセレ規約にかかれていた二レーン制を前回ミドルセレから使用、しかし推薦に関

する点で疑問があった(推薦枠がレーン数に対して端数が出た時の取り扱い)ため、前回総

会より改訂を行うことを決定した。 

 

前回総会で出た意見は 

・現在:順位にかかわらずタイムの速い方を通す 

・端数が出た場合、同順位の人の間で抽選を行う 

・端数を推薦枠として扱う 

 

また、今回の総会で、 

慶應:各レーンの上位者の平均タイムを算出して、それに対する相対的な差で判断する 

という意見があがった。 

 

今回総会で無理に決定する必要はなく(インカレ時の日本学連総会での決議に間に合わせ

ればいいため)、しっかりと渉外の方に理解をしてもらった上で、次回のペア O臨時総会ま

でに各校で再度話し合いを行ってきてもらう。 

 

新しい意見があれば 4月中を目処に、はやくまとめるために小泉へ直接連絡すること。 

案 メリット デメリット 

現在：タイムが速い方   

推薦 納得がいく 私情が入りやすい 

各レーンで抽選 公平 差がでた時に不満 

上位の平均タイムでレーン

を相対化して比較 

コースの難易度が関係しに

くい 

上位の人の結果に左右され

る 

 

  



以下に「日本学生オリエンテーリング選手権ミドル・ディスタンス競技関東地区代表選手選

考会実施基準」の改訂案を示す。 

 

※前回総会で決議された「コース設定に関する表記」「レーン設定に関する参考大会の選び

方」についての修正を行いました。また、Bエリート廃止に伴い、これに関する記載を削除

しました。 

 

第 6条 セレクション免除者 

１ 前年度インカレミドル男女 Aエリート入賞者でその年度のセレクション参加資格を有す

る者のうち、当該年度インカレミドルへの出場の意思のある者は、セレクションが免除され、

当該年度インカレミドル A エリートの関東地区代表選手としてそのまま認定される。この

免除者は、関東に与えられる Aエリート枠とは別個に選抜される者なので、第７条１項に定

められる関東の枠が減少することはない。 

 

第７条 選考方法 

３ セレクションの順位順に、男女ともに上位から Aエリート枠を割り振り、その後 Bエリ

ート枠を割り振るものとする。Aエリートの推薦通過状況によっては、セレクション時は B 

通過だった者が A 通過を果たす場合もある。 

 

第８条 セレクション 

１ 複数のコースの場合は、第７条２項によって定められた人数をコースで割り、枠を割り

当てる。但 し端数がでた場合は残りのもののうちコースに関わらずタイムの速いものを通

過とする。 

 →現在議論中 

 

２ 複数コースの場合はコースの類似性が求められる。 

 

３ コースを割り振る際は直前のインカレ個人戦の結果を参考とする。ただし、インカレス

プリントを除く。また、公平な割り振りのために必要であればそれ以外の大会の結果を用い

てもよい。各コースの学校毎の人数は可能な限り均等に割り振らなければならない。各コー

スの同一スタート時刻の選手は運営者による公平な抽選により各レーンに割り振られる。

コースの割り振りはレース前には非公開とし、レーンの割り振りのみが公開される。 

 

  



第 9条 推薦立候補 

２ 第８条４項を適用することになった場合を除き、幹事長はセレクション終了後、ただ

ちに推薦立候補の案内を周知しなければならない。その際、セレクションの成績表も併せ

て周知する。立候補の受け付けは、推薦立候補の案内の周知から５日以内の、幹事会が相

当と定める日時を締切とする。 

 

5 推薦立候補に対する関東学連総会による判断の詳細については、別途「ロングセレ推

薦基準」の規約に定める。 

第 10条 学校枠 

１ 各加盟校及び準加盟校は、その大学の加盟員に一人も A/B併せて選手権出場権を有し

ない場合に限り、第７条２項に示すセレクション通過者及び第６条１項に示すセレクシ

ョン免除者の他に、学校枠として Bエリートに男女１名ずつ出走させることができる。 

 

２ 学校枠の競技者の各校内での選出方法は各校の任意とする。但し、学校枠適用者は第

７条１項に示 すセレクション通過者及び第６条に示すセレクション免除者、セレクショ

ン ME又は WEに申し込んだ者、及びセレクション併設に申し込んだ者に限る。 

 

３ 学校枠の使用により学連枠の余剰が生じる場合は、学連枠を学連に返上しなければな

らない。学連枠返上の申請は速やかに幹事長に対して行わなければならない。 

 

第 15条 欠員補充 

 

１ 代表選手に辞退等により欠員が生じた場合、第９条３項に準じて繰り上げ通過を行う。

代表選手の 認定作業において誤りがあった場合、幹事会はその発覚までになされた手続

き・発表等の如何に関わらず、この規約およびセレクションレースの結果のみに基づいて対

処しなければならない。但し、インカレの選手登録名簿変更の期限以降に発生した欠員につ

いては、原則として辞退者による繰り上げ通過は行わない。 

  



(8) ロングセレ規約改訂 

ロングセレもミドルセレと同様、スタート時間が長引いてしまうという問題が生じている。 

現在規約にあるバタフライループの採用は国内外でも例が少なく、ミドルセレ同様に 2 レ

ーン制を採用することが前回総会で決定した。この修正案についての検討を総会で行った。 

なお、ロングセレの規約改訂は日本学連総会にて承認されるため次回ロングセレは現行規

定に従って行われる。 

 

以下に「日本学生オリエンテーリング選手権ロング・ディスタンス競技 関東地区代表選手

選考会実施基準」の改訂部分を示す。 

 

※上記の通り、ミドルセレと同様の複数レーン制についての記載、またそれにかかわる部分

を修正した。 

 

第８条 セレクション 

 

１ 複数のコースの場合は、第７条２項によって定められた人数をコースで割り、枠を割り

当てる。但し端数がでた場合は残りのもののうちコースに関わらずタイムの速いものを通

過とする。 

 

2 複数コースの場合はコースの類似性が求められる。 

 

3 コースを割り振る際は直前のインカレ個人戦の結果を参考とする。ただし、インカレスプ

リントを除く。また、公平な割り振りのために必要であればそれ以外の大会の結果を用いて

もよい。各コースの学校毎の人数は可能な限り均等に割り振らなければならない。各コース

の同一スタート時刻の選手は運営者による公平な抽選により各レーンに割り振られる。コ

ースの割り振りはレース前には非公開とし、レーンの割り振りのみが公開される。 

 

6 シード選手の設定は、ミドルセレ実行委員会の任意とする。ただし、シード選手を設定す

る際は公平性に十分に注意しなければならない。 

 

  



(9) インカレスプリントセレ 

前回総会により、スプリントセレの運営は外部委託をすることになっている。 

その後、京葉 OL さんから委託を引き受けていただけるという連絡が来たため、京葉 OL さ

んに委託してもいいか決議を行った。 

全会一致(16)で承認 

京葉 OLさんに委託を決定 

 

京葉さんに委託するにあたり、意見を集めた各大学の参加の都合がいい「7/19」か、京葉さ

んが公認大会にできる「八月中」のどちらにするか、ということについて事前に票を集めた

ところ、「八月中」開催に票が多く、時間の都合上幹事のみの承認をとって京葉さんに連絡

をした。 

それについて、事後承認となるが 8月開催の決定を投票 

全会一致(16)で承認 

8月開催を決定 

 

22,23日で依頼することを検討中、4/11までに意見・反対があれば小泉へ。 

公認大会なので期日が急ぎ目ではあるが、各校での話し合いをお願いする。 

スプリントセレについての規約は今年度中に作成が必要。インカレロングかミドルの日学

総会までには作っておく。 

 

(10) 新歓カレンダー 

予定のブッキングの日程調節、新規校への情報提供・普及。 

関東学連 HP→当連盟について→関東学連新歓・対抗戦カレンダー。 

他大学が練習会に参加してもいい場合のイベントも記載もしていいのでは。 

有効に活用していきましょう。 

 

(11) 関東インカレについて 

ロングセレを関東インカレとすることを投票して決定。 

セレクション免除者は原則ロングセレの運営に回るが、関東インカレなので参加者として

出場して欲しい。これについては運営者に打診・内諾済。 

全会一致(16)で承認 

ロングセレを関東インカレとする 

 

  



(12) 次回総会日程と議長決定 

・新人戦 

日程を決めたい。候補を選定。インカレロング前の 9月中。 

8/28-31：OC合宿 

9/4-7：OLK合宿 

9/14～：東大・理科大が授業開始、それ以前に開始が北里大？ 

9/12-13：名椙 

9/19-22：インターハイ 

9/23：筑波 

9/27：埼玉県 

10/3-4秋インカレ 

よって 9/9～11が有力候補。 

→ペア Oの際の臨時総会で決議をとる予定 

 

・関東学連球技大会を今年も開催したい。以前は本格的に行っていた。 

 

・臨時総会 

5月 23日ペア O事前準備日にて開催 

議長：三浦やよい（相模女子） 

 

・次回総会 

第 2回総会 7月 4日（土） 

 


