
2015年度第 2回関東学連総会議事録 

日時： 2015年 7月 4日 13時 

場所： 慶應義塾大学三田キャンパス 

文責： 坂野翔哉 

出席： 東京 東工 横浜国立 一橋 実践 十文字 筑波 相模女子 千葉 

慶應 農工 早稲田 お茶の水 津田塾 関東学院 日本女子 茨城 

委任： 横浜市立 

遅刻： なし 

 

議長： 有賀裕亮(早稲田) 

全会一致で議長承認 

 

議題目次 

(1)ロング・ミドルセレ規約改定について 

(2)ペア O決算・反省 

(3)新人戦について(テレイン・役職) 

(4)インカレスプリントセレについて(規約・今年度通過基準) 

(5)ミドルセレ日程・テレイン 

(6)ロング・ミドルセレ推薦規約・加盟に関する規約について 

(7)春インカレ日程について 

(8)大会後援の承認(KOLC大会・千葉大大会) 

(9)次回総会日程の確認と議長決定 

 

 

(1) ロング・ミドルセレ規約改定について 

推薦を「コースごとに抽選」というように変えること、規約に「なるべく 1レーンにするこ

と」を加えた文章について改正案の決議をとる。 

 

全会一致(17)で可決 

 

  



(2) ペア O決算・反省 

決算を以下の表にまとめた。 

 

内訳 支出 収入 昨年度支出 昨年度収入 

参加費  116,400  105,600 

交通費 52,895  62,157  

地図代 52,082  59,000  

前日会館代 6,600  3,500  

当日会館代 11,000  上記に含む  

宿泊費 41,000  5,100  

印刷費 13,623    

備品代 17,297  18,183  

Ecard 0  1,500  

計 194,497 116,400 149,440 105,600 

収入-支出  -78,097  -43,840 

 

各パートから反省を提出してもらった。 

・早大 OCに備品の偏り、備品リスト作成の遅れ 

・ゴール給水の不足 

・計センでスタート時刻要望が対応できず 

・より連絡を密に取れる工夫を行う 

この反省報告書は幹事長の引き継ぎ資料により次回ペア Oに活かす。 

 

  



(3) 新人戦について(テレイン・役職) 

テレイン 宿泊 アクセス ビジュアル 備考 

日光例幣使街道 ○ ファミテック △ 遠め ○ 2 年前使用、新歓 

越生虚空蔵尊 ○ユーパーク・パオ 2000 円くらい ○ ○ ヤブい、昨年使用 

滝山城址 △ ビジネスホテル ○ ○ 新歓、3 日練 

宇根峠 △ 公民館 △ 遠い ○ 最近使った 

昭和の森 ○ 千葉市ユースホステル △ ○ 最近使ってない 

全会一致(17)で日光例幣使街道に決定 

 

コントローラ：山本淳史（東京大学 OB） 

運営責任者：芳賀 

競技責任者：栗本 

計セン：相模女子、小泉 

スタート：実践、十文字、茨城、農工、慶應、一橋 

ゴール：関学、お茶、津田塾、東京 

会場：坂野、日本女子、筑波、冨山、平入 

ビジュアル：早稲田、横国、千葉、瀬川 

欠席：横市、東工 

下線がパートチーフ 

 

試走日程 

8/24と 9/1の二日を試走予定日とする。 

新人戦用のメーリスを作成 

 

(4) インカレスプリントセレについて(規約・今年度通過基準) 

第三条 外部委託・OBによる実行委員会方式両方に対応 

 

・論点 

今回は京葉 OLクラブ主催の公認大会である。 

インカレスプリント選考対象クラスが全日本スプリント選考クラスである。 

大学生クラスを社会人クラスから分離してもらうことになった。 

そのうちの大学生クラスだけで 120 人を越えた場合にコース・レーンの分割を行うことに

なるが、その場合にはどのように割振り、どのように比較して選考するか。 

 

 

 



・レーン分割・30秒間隔について競技・割振り方について 

東大、茨城、筑波、早稲田、お茶：レーン分割が公平、30秒は追走の可能性 

農工、横国：スプリントなので 30秒でもいいのでは 

小泉： 割振り方について前年度インカレスプリント結果を考慮する、インカレミドルロ

ングを考慮する、直近の全日本スプリントを考慮する、などの協議が必要 

千葉：公認大会も考慮してはどうか 

30秒間隔は採用せず、2レーンとする。 

 

推薦の際の競技実績について公認スプリントの採用、公認大会等の加味などについて各校

で持ち帰り協議すること。小泉が推薦基準の具体的数値や規約を作成し、次回臨時総会で決

議をとって承認を求める。スムーズな議論のために事前に直接メールなどで疑問点を提出

して欲しい。 

 

・今年度の比較方法について 

今年は京葉 OLさんが公認大会にする都合上、レーン分割が行われた際に、セレクション対

象者のみのレーンを作っていただくことは可能だが、学生だけで 120 人を超えてしまった

場合、その学生レーン内での分割が必要になる。この分割はランダムになる可能性と、なん

らかのレースを基準にすることができる場合の二つの場合が考えられるため、両方決めて

おく。 

 

ランダムに分割される場合 

・純粋なタイムの比較(スプリントならそこまでタイム差は出ない) 

・トップとのタイム比 

・順位に割り振る(ミドルセレなどのレーン分割と同様) 

 

なにかのレースを基準に分割が可能な場合 

・ランダムで問題ない 

・関東インカレを考慮 

・インカレミドルを考慮 

・インカレスプリント試行大会を考慮 

 

前回のミドルセレで行われた、コースとレーンを両方分ける方法（同じコースでもレーンが

異なる可能性がある）は手間がかかる割に公平性は上がらないので必要性は低い。 

東大：コースが異なる場合、森に比べて大きく異なってしまうため順位は妥当ではない。 

千葉、慶應：ランダムに分ける場合は順位でいいのではないか。 

 



レーン分割の基準に利用する大会・方法の決議 

インカレスプリント 3 

インカレミドル 0 

関東インカレ 1 

ランダム 13 

ランダムでレーンを分割する方法に決定 

 

選考基準の決議 

タイム比較 3 

順位 8 

トップとのタイム差 6 

順位で選考する方法に決定 

 

 

芳賀：各渉外はスプリントセレの申し込みをメールに従って 7/30までに学連でとりまとめ

る。申し込み方法・学校名など注意すること。 

 

(5) ミドルセレ日程・テレイン 

日程を下記の 3つで決議する。 

11/15 0 

12/13 1 

12/20 16 

ミドルセレを 12/20に開催することを決定する 

 

告知が遅れ大学内で話し合えなかった渉外が多いのでテレインについては新人戦の臨時総

会で決議するので、ここでは意見を出してもらってまとめる。 

テレイン アクセス 平等性 類似性 地図精度 備考 

番匠 ✕ ◯ ◯ ◯ 駐車場あり 

山苗代 ✕ ✕ ◯ ◯ 筑波 

赤城 ✕ ✕ △ ◯ OLK 

不動北 △ ◯ △ ◯ 狭い 

矢板日進 ✕ ◯ ◯ ◯ 新規案 

矢板幸岡 ✕ ◯ ◯ ◯ 新規案 

新規案のテレインもあるため新人戦前日の臨時総会で決議する。 

 

 



(6) ロング・ミドルセレ推薦規約・加盟に関する規約について 

加盟については問題が無いため日本学連総会へ持ち込む。 

 

推薦規約とは、インカレでの枠確保のために、確実に選考を通過するであろう選手を通過さ

せることが目的であるが、人数変更によって修正が必要である可能性がある。 

 

男子： 順位について、ミドル Aエリートは今までは 2/5、ロングエリートは今までは 1/3

が基準になっているが、これのバランスはどうとるか？この修正案は両方とも 1/3

になるように調整している。 

女子： ミドル Aエリートは 3/4、ロングエリートは 3/8となっている。これについてもバ

ランスをとりたい。この修正案では男子と同様、1/3にしているが、ロングはきり

が悪いので、15名にしている。 

 

各大学で話し合って意義について理解した上で具体的数値を意見として次回提出すること。 

 

学校枠の可否についての意見が出たが、枠配分にアンバランスさが発生するため日本学連

の規約改正が必要となるため、小泉が日本学連へ意見を提出する。 

 

(7) 春インカレ日程について 

実行委員会からの日程提案について関東学連としての意見をまとめる。 

日程 参加困難の可能性 

3/5-6 医科歯科・東京 

3/12-13 相模女子の卒業式 

関東学連としてインカレ日程は 3/12-13で問題無いとの連絡を行う。 

 

(8) 大会後援の承認(KOLC大会・千葉大大会) 

KOLC大会の後援の承認についての決議 

全会一致(17)で決定 

 

千葉大大会の後援の承認についての決議 

全会一致(17)で決定 

 

  



(9) 次回総会日程の確認と議長決定、幹事からの連絡 

9/8新人戦準備日に第二回臨時総会を行う 

10/10第三回総会 議長：土屋和輝（慶應義塾） 

 

小泉：委任状の欠席理由はなるべく詳細に記載して欲しい。1/4の欠席で加盟校剥奪との規

約もある。欠席は大学の信用に関わります。また、各事項の決定について議論の背景を明確

にして欲しいとの意見が外部からあった。議論参加のためにも各大学での意見収集を心が

けて欲しい。 

芳賀：例幣使街道で脱輪。車での細い道では気をつけること。 

栗本：後援申請書提出の際は確認のためメールで一報して欲しい。また、加盟申請書は全大

学の提出を確認。加盟金については一部で過不足があった。 

 


