
2016年度第２回関東学連総会議事録 

日時： ２０１６年０７月１６日１３時 

場所： 東京理科大学葛飾キャンパス 

文責： 上野康平（東京工業） 

出席： 慶應義塾 千葉 東京 筑波 東京農工 横浜国立 東京理科 一橋 相模女子 

横浜市立 十文字 津田塾 実践女子 関東学院 

 小泉知貴 村越真 

委任： 東京工業 茨木 

遅刻： 日本女子  

欠席： 早稲田 フェリス女子 

議長： 石井（横国） 

 全会一致で議長承認 

 

議題目次 

１，ロングセレで発生した問題について 

２，ミドルセレ日程・テレイン 

３，規約改正について 

４，ペア O 反省・決算 

５，学生と JOA 村越氏との意見交換 

６，新人戦のテレインと役職 

７，その他連絡 

８，大会後援申請の承認 

９，次回総会の日程と議長決定 

  



１，ロングセレで発生した問題について 

７月３日に行われた関東ロングセレの会場で以下のような問題が発生した。 

・土足禁止の場所に土足で入り汚してしまった 

・飲食禁止の場所で飲食してしまった 

・会場にゴミを残してしまった 

関東学連としてこれを重く受け入れなくてはならない。どうして起きてしまったのか、

また再発防止のために何が出来るだろうか。 

東京 ：屋外に飲食可能のスペースを設ける。学連が依頼している大会は、学連の学生

 が片付けを手伝うべき。片付けの担当は、懲罰よりも当番制が望ましい。 

幹事長：ロングセレ、ミドルセレ、スプリントセレ、新人戦で片付けをお願いしたい。

 当番という形で回していきたいが、どうだろう→反対意見なし 

慶應 ：今回の問題は認知が足りなかった。しかし、テレイン地図の持ち込みは禁止と

 いうルールは十分に認知されているのだから、今回のような点も認知はできる

 はず。飲食スペースを設けるというのはとてもいい案。 

幹事長：実行委員としては、周知は十分のつもりであったがどうだろう。 

慶應 ：学生一人ひとりが認識を持たなくてはならない。 

幹事長：メーリスだけでは足りなかったのかもしれない。 

横国 ：地図の持ち込みは大学単位での失格というルールは守られている。ならば、こ

 れらのことをおかした場合も失格としていいのでは。 

理科大：特に新入生に対してだが、飲食禁止の理由・それで発生する渉外問題が十分に

 伝わっていないからではないか。ゴミの処理は各クラブが徹底すれば十分のは

 ずだ。 

農工 ：飲食したら失格というのはよくない。取り締まりが大変だし、揉め事が発生し

 てしまうだろう。また、飲食禁止はどこまでなのか。水ぐらいならいいのでは

 ないか。そこをもっと明確にしておくべき。体育館内で禁止ならどこで食べれ

 ばいいのだという意見があったので、飲食スペースという案はとてもよい。 

幹事長：大学単位失格はあまり現実的ではない。揚げ足の取り合いになってしまうかも

 しれない。たしかに水もダメなのかについては人によって認識が変わってしま

 う。曖昧にしてしまっていたのが良くない。 

相女 ：罰則はないが、役員がチェックして変えればいいのではないか。 

農工 ：本部前で飲食していたが何も言われなかった。 

千葉 ：いつも禁止だけど許されているから今回も大丈夫という意識があった。最後の

 確認は他大と混ざってしまい、微妙な部分が残ってしまっているのではないだ

 ろうか。 

日本女：かなり暑かったということもあり、水を飲まないというのは無理があるのでは

 ないか。可能エリアを設けるのはとてもいい。 



以上を踏まえ、 

・飲食について 

 飲食禁止はどこまで禁止なのかを明確にしておく 

 飲食可能エリアを設けてもらう。そうすればゴミが散らからないだろう。 

・片付けについて 

 学生がやるべき（当番 or 罰則）当番がいいだろう。ロングセレ、ミドルセレは人数 

 が多いクラブが担当とする。人数は少ないところは合同でやるのも良い。予め当番

 がわかっているとよい。 

小泉 ：諸事情が絡み文句がでるのでは 

幹事長：振っておいて臨機応変に対応していく。もちろん一人ひとりが掃除するべきな

   のだが 

・土足厳禁について 

 良い対策が思いつかないが、大勢で掃除すれば改善するはずだ。 

 

 

 

 

２，ミドルセレ日程・テレイン 

・日程 

１２月１１日  ２ 

１２月１８日 １５ 

１２月２３日 農工・実践・相女・日本女子授業あり 

多数決により１２月１８日で決定 

 

・テレイン 

高麗日和田  １ 

宇根峠   ０ 

鐘撞堂山   ２ 

日光所野  １１ 

毘沙門山   ０ 

矢板幸岡   ２ 

多数決により日光所野で決定 

筑波 ：所野に入りすぎて飽きてしまった。 

十文字：所野はミドルに耐えうるテレインだろう 

 

 



３，規約改正について 

６条 ：地区学連規約改正は日本学連の総会の承認（年２回）が必要 

２０条：１大学１票制 

加盟について：加盟に必要な部員数がバラバラなため、１０人に統一したい。 

 

小泉 ：どこまでが地区学連の規約なのか明確でない。５人の大学で十分な議論はでき

 ているのか。 

東京 ：融通がきくので地区学連の決定のみでいい（６条）。 

筑波 ：すぐに規約を変えなくてはならないケースは少なく、６条は変えなくていい。

 ２０条については 0~10 人１票、10~20 人２票、30 人~３票などと、重みつけ

 をする。 

東工 ：うまく重みをつけられるといいのではないか（２０条）。１０名から加盟が妥

 当 

十文字：細かい改正については承認を必要としないようにする（６条）。人数の多い組

 織が入れたところが偏ってしまうから大学１票でいい（２０条）。加盟につい

 ては、関東は学校数が多いから５人でいい。 

幹事長：関東は大学がたくさんあり、数人集まるというのはよくある。そうすると関東

 としては５人でいいのでは。 

千葉 ：少数でも横のつながりで十分な議論ができるのでは。 

関東学：部室がないのでトレはインカレ先の大学と行い情報共有もそこでしているの

 で、大学１票だと同じ意見になってしまう。 

日本女：承認はいらない（６条）。地区学連の規約はその地区の常識に頼っていい。組

 織票が懸念されてしまう（２０条）。 

千葉 ：日学総会の回数は増やせないのか。地区学連で勝手にやるわけにはいかないが、

 日学幹事などに軽く確認を取れば十分では（６条）。人数が大きいところはち

 ょっとした重みを加えるべき（２０条）。 

実践 ：地区学連のみでの決定は反対（６条）。登録だけであまり活動していない人の

 意見が反映されてしまうから１人１票はよくない（２０条）。加盟について、

 女子大で１０名以上は厳しい。話し合いはメーリス等を用いて工夫して出来

 ている。なので５人で十分。 

幹事長：幽霊部員の考慮が難しい。 

東大 ：一人１票はあまり現実的でない。現状うまく回っているから今までどおりでい

 いのではないか（２０条）。加盟について、基準を上げる必要性を感じず、マ

 イナー校を尊重するために５人がいい。 

 

 



慶應 ：地区学連だけである程度はいい。とりあえず決定しておいて、後ほど総会で改

 めて承認を取ればいいのでは（６条）。人数で重みをつけるべき。議題によっ

 て重みをつけるか否かを分けられると良い（２０条）。加盟については１０人

 で統一。 

理科大：８人構成だが、まじめにやっているは２人しかおらず、話し合いは難しい。大

 学に投票権はなくても、インカレ先の大学の票に付け加えることはできない

 だろうか。 

相女 ：承認は必要。小さな改正も積み重なって大きくなるのでは（６条）。一人１票

 は現実味がない（２０条）。加盟については１０人でいい 

日本女：加盟について、５人でいいのでは。今年はたくさん入ったが、以前までも十分

 な話し合いができていたし、少数意見も汲み取って欲しい。 

小泉 ：おもみつけは必要。人数が多い＝頑張っている大学なのだから、尊重すべき。 

 

４，ペア O 反省・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) 

  117600   116400 

交通費(レンタカ

ーを含む) 

54200   52895   

地図代 48216   52082   

前日会館代(駐車

場代) 

500   6600   

当日会館代 3800   11000   

宿代 88000   41000   

印刷費 150   13623   

備品代(バックア

ップラベルなど) 

27939   17294   

計 222805 117600 194497 116400 

収入ー支出   -105205   -78097 

 

  



５，学生と JOA 村越氏との意見交換  

JOA 副会長村越真氏にお越しいただき、学生と社会人の接点・交流、オリエンテーリ

ングの裾野の確立・拡大、JOA と学連の接点などについて意見交換いたしました。 

 

コースプランニング、大会開催のリスクマネジメントに関する講習をミドルセレの翌

週等に関東で開催してくださるので、是非参加してください。 

 

６，新人戦のテレインと役職 

・テレイン 

例幣使 １４ 

越生  １ 

滝山  １ 

宇根峠  ０ 

昭和の森  ０ 

番匠  ０ 

多数決により例幣使に決定 

 

・役職（◎パートチーフ） 

運営責任者 三浦 

競技責任者 久野 

プランナー 瀬川 

スタート  ◎柴沼 村山 小原 奥尾 村田 晝間 増田 

ゴール   ◎石井 立花 萩原 澤村 楠 

計セン   ◎結城 上野 浜野 

会場    ◎安間 野口 石井 

ビジュアル ◎松本 山岸 佐藤 北川 

 

７，その他連絡 

・関東ブロックカレンダーミーティング 

 関東の地域クラブ・学生クラブで大会の日程調整、情報交流が目的のミーティングだ

った。本郷スプリント or 東工大スプリントの終わったあとに第２回を開こうと思って

いる。公園事務所との渉外などの情報も共有したい。地図作成の相談も。渉外と限定し

ないので、ぜひ出席してほしい。 

・緊急連絡先など 

 大会・練習会で万が一の事故が発生した時のために、緊急連絡先・血液型・常備薬の

有無・アレルギーなどについての情報をすぐに参照できる手段が必要である。 



・賠償保険について 

 東大大会で茨大の方がポールを曲げてしまった。JOA の賠償保険がきくので、ぜひ

使って欲しい。また、JOA のほうでガイドラインをアップしているのでぜひ見て欲し

い。法的に困ることがあれば顧問弁護士に相談できるので頼ってほしい。 

・その他 

新機軸事業絶賛募集中。技術・時間がなくても大会が開きたいなら日本学連がサポート

するのでぜひ頼ってほしい。 

申請はしっかりしてください。利用アンケートで集めた情報をフィードバックさせて

いくことでより快適に利用できるようになるといい。 

矢板日光の申請を間違えないようにしてください。 

 

８，大会後援申請の承認 

千葉大学からきている 全会一致で承認 

 

９，次回総会の日程と議長決定 

１０月２９日 議長：奥尾（茨木） 慶応義塾大学日吉キャンパス 


