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2015年度第 4回関東学連総会議事録 

日時： 2016年 02月 19日 13時 

場所： 東京大学駒場キャンパス 

文責： 坂野翔哉 

出席： 慶應義塾 千葉 筑波 東京 東京農工 横浜国立 早稲田 実践女子 一橋 

 相模女子 東京工業 日本女子 茨城 横浜市立 十文字 関東学院 

（次年度幹事・渉外も出席） 

委任： 津田塾 お茶の水女子 

欠席： なし 

遅刻： なし 

議長： 大塩耕平（筑波大学） 

全会一致で議長承認 

 

議題目次 

1．自己紹介 

2．関東学連会計報告 

3．ペア O日程、テレイン、運責・競責決定 

4．ミドルセレ会計報告 

5．新人戦について(確認) 

6．インカレ一般クラスのすみわけについて 

7．ロングセレについて 

8．スプリントセレについて 

9．個人情報について 

10．新歓カレンダー 

11．次回総会日程の決定と議長決定 
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(1) 自己紹介 

割愛 

 

(2) 関東学連会計報告 

 

 

 

2015年度　関東学連　決算
今年度支出 今年度収入 昨年度支出 昨年度収入 収支増減

ペアO 194497 116400 149440 105600 -34257
ロングセレ運用費 125384 100000 25773 -51157
加盟費 389600 356000 33600
新人戦 456867 220700 304662 226300 -157805
ミドルセレ運用費 100000 100000 148672 -148672
幹事交通費 59433 23936 -35497
事務局家賃 100000 60000 -40000
雑費 8822 3384 -5438
計 1045003 726700 741422 862345 -439226
収支 -318303 120923 -439226

ペアO決算
支出 収入 昨年支出 昨年収入

参加費(Eカードレンタル、地図購入を含む) 116400 105600
交通費 52895 62157
地図代 52082 59000
前日会館代 6600 3500
当日会館代 11000 ↓
宿代(駐車場代含む) 41000 5100
印刷費 13623
備品代(バックアップラベルなど) 17297 18183
Eカード 1500
計 194497 116400 149440 105600
収入―支出 -43840

新人戦決算
支出 収入 昨年支出 昨年収入

参加費(Eカードレンタル、地図購入を含む) 220700 226300
交通費 132487 132162
地図代 114264 33750
テレイン申請料（100×45） 4500
保険料 10050 10900
宿代 94500 75925
印刷費 13623
備品代(バックアップラベルなど) 32975 51925

54468
計 456867 220700 304662 226300
収入―支出 -78362

2016年度　関東学連　予算
2016支出 2016収入 2015支出 2015収入

ペアO 180000 110000 194497 116400
ロングセレ運用費 100000 20000 125384
加盟費 380000 389600
新人戦 350000 200000 456867 220700
ミドルセレ運用費 100000 50000 100000
幹事交通費 50000 59433
事務局家賃 0 100000
雑費 10000 8822
計 790000 760000 1045003 726700
収支 -30000 -318303
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会計による説明 

・決算 

今年は赤字が大きい。新人戦（日光）の地図代とペア Oの宿代が嵩んだ。 

また、ロングセレ運用費が上昇。 

口座に残高が 115万ほどあるが、営利団体ではないため黒字でも赤字でもないのが目標。 

積み立てたこの残高は渉外問題が発生した際の金銭的負担が生じた場合に使用する。 

事務局の家賃が上がっているのは事務局移転に伴う負担と思われる。 

山川ハウス（栃木県）移転の予定。今後家賃が高くなる可能性も。詳細は次回日本学連幹事

会で話を進める。 

 

・予算 

事務局家賃が未定である等の不備があるため、次回 2016年度第１回総会にて予算承認を行

いたい 

 

(3) ペア O日程、テレイン 

ペア Oは関東学連が主催する全大学交えた一大新歓イベント。 

運営者は土曜日入りして宿泊して準備や総会を行う。日曜日の運営・本番。 

TOEICは 5/29であり、例年通り 5/21(土)～5/22(日)としたい。 

 

5/22の開催について全会一致(16)で承認 

 

各テレインに関する情報を以下に示す 

テレイン 宿泊 テレイン 交通 会場 

二ツ塚 △ ○ ○ ○ 

七国峠 ○ ○ ○ △ 

滝山 △ ○ ○ ○ 

高麗郷 ○ ○ △ △ 

平井 ？ ○ △ △ 

大地沢 ◎ ✕ △ ○ 

 

正式な承認ではなく、新渉外の意見で候補を２ヶ所に絞る。 

二ツ塚 5 七国峠 12 滝山 5 高麗郷 6 平井 0 大地沢 4 

七国峠を第１候補に、高麗郷を第２候補とする。 

七国峠はロングセレやジュニアチャンピオンのクローズテレインとなる可能性が高いため、

調整が必要である。 

運営責任者：佐藤（東京） 競技責任者：楠（筑波）とする。 
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(4) ミドルセレ会計報告 

日本学連や山川氏と調整中につき、提出され次第掲載の予定 

 

(5) 新人戦について(確認) 

OLKの運営による新人戦再競技とする。 

賞状は前回の日付となっているが了承いただきたい。 

 

(6) インカレ一般クラスのすみわけについて 

日本学連のガイドラインにより、MUA,MUBのすみ分けについて 

150%という数字の妥当性などについて各校から意見を求めた。 

東京：妥当だったと感じる。2/3を Bクラスとした。あまり厳密に行っていないため 

千葉：厳密に A,Bのクラス分けを行った。特に問題もなく納得の上で分割できた。 

早稲田：150%を僅かに超えても運営に影響はないと判断して Aに申し込んだ件があった 

実践：ガイドラインによって競技に対する認識が変わったこともあった。目安としては妥当。

150%を超えても Aに申し込んだ。 

筑波：150%の基準が厳しいと判断して 1時間を目安に分けた。多くの選手が妥当と判断し

たと思われる。 

農工：妥当だという意見が多い。Bの中での目標設定ができ良いのではないか。 

茨城：厳密に分けたが不満はなかった。妥当だと思う。 

慶應：厳密に分けたが一部で各自の判断に任せた。問題ない。 

横国：ガイドラインを示したうえで個人に選んでもらった。コースの印象がわからないため

なんとも言えない。 

横市：ガイドラインを示したうえで個人に選んでもらった。判断材料として適切だった。 

関学：人数が少ないため個人に選んでもらった。妥当だと思う。 

 

各大学ガイドラインを使って良い判断ができたのではないか。日本学連へ持ち帰り報告し

たい。 

(7) ロングセレについて 

例年 6月中旬～７月であり、この会議で日程を決定している。就活の解禁が早まり、さらに

土日も使用することとなった影響が今後あると考えられる。スプリントセレも影響する

か？ 

千葉：就活を検討するなら院試も避けて欲しい。本番同様２日間セレも検討の価値がある、

しかし８月の炎天下で２日間はきついとの意見も。 

早稲田：JWOCとかぶる可能性もある。今年の本戦期間は 7/9~15。避けて欲しい。 

東京：7/3を希望。JWOC のトレキャンを切る。北東学連のようにセレを２回行う。主管で

きる団体があるか。 
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日本女子：７月は試験。８月は熱中症。６月中旬～後半を希望。 

一橋：６月開催でも問題ない。７月前半にかけてなら問題ない。例年通り希望。 

相模女子：例年通り東大大会(6/5)の２週間前を希望。お盆を帰省と重なる。例年通り希望。 

横国：連日開催は移動が多く大変なのでは。 

農工：院試により６月を希望 

茨城：４年生があまり参加しないため８月の試験を避けてもらえれば問題ない。 

横市：６月の就活と７月のテストを避けてほしいため８月の連日開催を希望 

慶應：予選を本番同様に考えている。連日開催は避けたい。 

東工：６月を希望 

 

セレ２回開催は現在対応できないため来年以降検討して欲しい。規約上の問題はない。 

3案に分けて決議した後具体的日程を決める 

6月中旬（6/26）6 

７月中旬（7/3・7/10）8 

８月上旬（8/7・8/13）2 

 

6/26 8 

7/3 8 

7/10 0 

 

議長判断により、6月の就活を考慮して 7/3とする。 
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(8) スプリントセレについて 

本年度は京葉 OLクラブさんに開催していただいた。来年度は上尾 OLクラブから「熊谷ス

ポーツ文化公園」にて行われる。これについて承認を行う。 

 

上尾 OLクラブさんに運営を委託することを全会一致(16)で承認 

 

今回も外部クラブに運営を委託したが今後の運営方法を考えたい。スプリントは公平性の

点で新規テレインが望ましい。しかし外部クラブに委託する上でテレインの要望は通りに

くいと思われる。外部クラブはセレクション指定による公認大会の集客効果を望んでいて、

開催の申請が半年前なので 8 月開催場合の承認は 2 月となる。セレクションクラスのみ運

営委員会の作成も考えられる。 

今後、開催の判断は 10月の関東学連総会で行い、実行委員会立ち上げまたは外部クラブ委

託を行いたい。今後の論点や意見をまとめたい。 

 

筑波：これまでの経緯としてはどういう話が来たのか 

小泉：上尾 OLから提案を頂いた、また今年度の京葉さんも先方からお話を頂いている。そ

の前のサン・スーシはこちらからお願いした。 

栗本：いつも相手から相談があるとは思えない。本来こちらからお願いするべきである。セ

レクションクラスのみ運営委員会の作成は混乱が想定されるため適切ではないのではない

か。 

早稲田：インターハイと駒ヶ根高原大会のような共催形式で混乱は生じたか。参考にできな

いか。 

坂野：インターハイを完全に優先するという約束があったため、インターハイ競技責任者が

駒ヶ根高原大会の原案を作成し、山川さんに提出した。山川さんだからこそできたのではな

いか。このような形式でのスプリントセレ開催は大会の優先順位を明確にできず薦められ

ない。 

横国：実行委員会立ち上げは何が問題か 

小泉：ロングセレやインカレ本番の実行委員会が並行している。人手不足の感がある。 

実行委員会の場合は複数クローズテレインを設定して他のセレを参考にできる。 

次回総会以降で意見提出ができるとよい。来年度幹事長に一任する。 
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(9) 個人情報について兼第 3回日本学連幹事会報告 

前回の関東学連総会にて個人情報について学連への連絡があったとの話をした。個人情報

意識の高まる昨今の事情を鑑み、意見を日本学連幹事会へ持ち込んだ。日本学連全体で意見

共有と対策を協議した。 

インターネット上での個人情報掲載はスポーツイベント開催において参加者の大多数が求

めていることであり、一個人にとって不都合な情報が掲載されている場合はその本人がホ

ームページ管理者に該当記事の削除を申請するのが一般的である。 

また、大会運営者は要項やプログラム等に個人情報掲載の報告と、削除や掲載拒否を受け付

ける旨を記載することが丁寧であると言える。今後そのような記載をしてほしい。 

 

女子エリート削減について、エリート枠の分配方法についての意見共有がされた。これらは

日本学連幹事会総会議事録が掲載され次第確認の上、日本学連総会へ出席して欲しい。 

 

(10) 新歓カレンダー 

関東学連 HP(上からのリンク)に今年も作成する。各大学で日程とテレインの情報交換を行

い、重複を避けるのが目的。来年度版を作成するので各校新歓予定を報告する。 

こちら http://olk.jp/k-gakuren/sch/sche28.cgi 

 

4/2(土) 

4/3(日) 岸根(KOLC) 

4/9(土) 戸山(OC)、海の公園(KOLC) 

4/10(日) 西千葉(千葉)、滝山(OLK)、光が丘(OC) 

4/16(土) 日光和泉(筑波)、東京理科大学(OC) 

4/17(日) 小金井(OLK)、二ツ塚(OLT)、高麗郷(OC)、青葉(千葉)、寺家(KOLC) 

4/23(土) 例幣使(OC,KOLC)、北山(筑波) 

4/24(日) 二ツ塚(OLK)、さんぶ(千葉)、滝山(OLT)、 

4/29(金) 獅子頭(筑波)、昭和の森(千葉) 

4/30(土)  

5/1(日) 和光樹林公園(OLK) 

5/7(土) 中山城(OLK) 

5/8(日) ？(OLK) 

 

大学対抗戦もこのカレンダーに記載してほしい。 
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(11) 東大大会後援申請 

提出がされた。承認を行う。 

東大大会の後援申請を全会一致(16)で承認 

 

今後事務局の移転により住所が変更となるが、書式と期限を守って提出して欲しい。 

 

(12) 次回総会日程の決定と議長決定 

第 1回総会 4月 1日(金) 

議長：小原和彦（東京工業大学） 

場所：東京大学駒場キャンパス（予定） 


