
2016年度第 4回関東学連総会議事録 

日時： ２０１７年０２月２８日 

場所： 慶應義塾大学日吉キャンパス 

文責： 上野 康平（東京工業） 

出席： 千葉 東京 筑波 東京工業 茨城 東京農工 十文字 慶応義塾 横浜国立 

 相模女子 一橋 横浜市立 津田塾 実践女子 日本女子 早稲田 

 フェリス女学院 次期渉外も出席 

委任： 東京理科 

議長： 北川（横浜市立） 

 全会一致（１７）で議長承認 

 

議題目次 

１， 自己紹介 

２， 会計報告 

３， ペア Oについて 

４， ミドルセレ会計報告 

５，  推薦規約改正について 

６， 関東インカレ・ロングセレについて 

７， スプリントセレについて 

８， ミドルセレについて 

９， 第三回日本学連幹事会報告 

１０， 新歓カレンダー 

１１， 対抗戦について 

１２， 後援申請 

１３， 次回総会の日程の決定と議長決定 



１，自己紹介 

割愛 

 

２，会計報告 

雑費にはMulkaのライセンス料・ラジオコントロール使用料が含まれている。 

新人戦決算の空白の 13500円は千葉大学のユニット弁償代。 

全会一致（１７）で承認 

 



３，ペア Oについて 

候補テレイン： 

・高麗郷 

・二ツ塚 

・しろやまこ（旧大地沢） 

新歓で入らないテレインが良い。 

多数決により、しろやまこに決定 

 

日程：５月２８日 

 

運営責任者 西村（早稲田） 

競技責任者 高見沢（一橋） 

 

４，ミドルセレ会計報告 

3/6 会計報告が届き次第掲載いたします。 

 

５，推薦規約改正について 

「①男子の立候補者は、以下の何れかを満たせば、基準を満たしたと認定する。 

・前年度インカレミドル選手権クラスに出走し、上位２０名以内に入る者。 

・同年度インカレロング選手権クラスに出走し、上位２０名以内に入る者。 

・前年度インカレミドル併設 MUA に出走し、各レーン上位３名以内に入る者 

②女子の立候補者は、以下の何れかを満たせば、基準を満たしたと認定する。 

・前年度インカレミドル選手権クラスに出走し、上位１０名以内に入る者。 

・同年度インカレロング選手権クラスに出走し、上位１０名以内 に入る者。 

・前年度インカレミドル併設 WUA に出走し、上位３名以内に入る者。」 

と現行規約ではなっていますが、これでは 20位が複数人いた場合に対応できない、

との指摘を受けましたので、改正したいと思います。具体的にはこれらについてすべ

て○名以内→○位以内に変えたいと考えています。対象となるのは全てのセレクショ

ン推薦規約についてです。 

全会一致（１７）で承認 

  



６，関東インカレ・ロングセレについて 

◯全日本大会との融合について 

前回の関東学連総会でメリットデメリットについて話し合いましたが、全日本大会が

開催される 6月 18日は国家一般職の試験日と重なっています。すでに参加できない

ことが決まっている人も多いかと思いますので、「セレ 1本制」「セレ 2本プレセレ

制」については考慮しないことにします。 

そのため選択肢は「共催しない」「セレ２本制」のどちらかになります。 

 

幹事長：各大学、何か意見の出たところはあるか。 

東京 ：共催しないことによる金銭面における全日本大会側へのデメリットは少な

 い。来年度、競技成立をみてから検討してもいいだろう。突然の２本制によ

 る制度の変更が追いついていない。また、セレとしてではなく全日本大会に

 参加したい。 

慶應 ：２本制にすれば競技不成立に対応できる、という意見についてだが、２本目

 が不成立になったときの扱いがうまくいかない。また、セレクションクラス

 を設けることで様々な人と競えるという環境が保てなくなる。 

 

幹事長：では「共催しない」「セレ２本制」のいずれかで決を採る。 

セレ２本制    ６ 

全日本大会と共催しない（１本制） １１ 

多数決により全日本大会と共催しないことに決定 

幹事長：共催した場合、セレクションクラスの裏で行われる 21Aクラスが公認クラス

 であるから、E権獲得の機会が一つ損なわれることになってしまう。共催を

 断ったが、全日本大会に人がたくさん集まればセレクション併設はそもそも

 不要だったということになるので、是非参加してください。全日本大会をロ

 ングセレの前哨戦・練習として積極的に参加し、同日に練習会などを開かな

 いようにしてください。 

 

◯日程 

６月２５日 地方上級試験・TOEIC 

７月 ２日 山川氏がいない 

７月 ９日 JWOC 

７月１６日 試験期間・JWOC 

 

全会一致（１７）で７月２日に決定 

 



◯テレインについて 

実行委員会より以下のテレインを候補として挙げていただきました。 

日本学連所有テレイン： 

日光和泉・日光所野・矢板日新、山田・矢板幸岡・矢板塩田・塩谷熊ノ木 

その他： 

七国峠・高麗日和田山・宇根峠・上谷・五町田・鳥追窪 

 

早稲田：高麗日和田山は登山客との衝突が懸念される。 

幹事長：山川氏が不在なので日本学連所有テレインを使用することに不安。 

横国 ：１年生も参加するので電車で行けるところがよい。 

早稲田：鳥追窪の地図精度は大丈夫だろうか。 

 

日光和泉  ０ 

日光所野  ２ 

矢板日新、山田 ２ 

矢板幸岡  ２ 

矢板塩田  １ 

塩谷熊ノ木  ０ 

七国峠  ０ 

高麗日和田山 ０ 

宇根峠  ５ 

上谷  ０ 

五町田  ３ 

鳥追窪  ３ 

日本女子：開催年がいい感じにバラバラなので幸岡が良いのでは。 

幹事長 ：やはり７月２日は山川氏不在のため、日本学連所有テレインでの開催は望

 ましくない。再度、日本学連所有テレイン以外での投票をお願いします。 

 

宇根峠 ６ 

五町田 ３ 

鳥追窪 ３ 

選べない ５ 

 

この場では選べない大学が多いので、一度持ち帰り２週間後に決を採る。 

この方法でよいか 全会一致（１７）で承認 

この３つのテレイン（宇根峠・五町田・鳥追窪）をクローズテレインとします。 



◯セレクション免除者について 

ロング（ミドル）セレクション規約６条３項によると、セレクション免除者は運営の

手伝いをしなければならないことになっているが、現状人手は足りているので要請が

あった場合のみ運営を手伝うという規約に今後変更します。 

 

◯関東インカレ優勝者決定方法について 

現在関東インカレの男子クラスは２レーン制であり関東最速者が２人いるということ

になっている。また女子は１レーンであるが、セレクションに通過するための走りと

１位を取りに行く走りは違う、などとの意見が出たがいい方法はないだろうか。アイ

デア募集中です。 

 

７，スプリントセレについて 

今年は実行委員会を立ち上げて開催して頂く予定です。 

 

◯日程 

７月２２日 日本女子大学授業 

７月２３日 TOEIC 

７月２９日 日本女子大学テスト 夏場所？ 

７月３０日 日本女子大学テスト 夏場所？ 

８月５日 OLK合宿 

８月６日 OLK合宿 

８月１２日 筑波合宿 

８月１３日 筑波合宿 

８月１９日 JWOCキャンプ 

８月２０日 

 

７月２３日に仮決定、次回総会で確定させます。 

  



◯会計規約の変更 

会計に係る規約第二条 

「日本学生オリエンテーリング選手権大会ロング（ミドル）ディスタンスの部関東地

区セレクションの開催に係る費用。これは実行委員会に１０万円を支払うものとす

る。また、セレクション開催後に実行委員会に赤字が生じた場合は、赤字を本連盟が

補てんする。実行委員会はこの本連盟からの資金を用いてセレクションの運営・開催

を行い、本連盟加盟員の参加費削減に努めなければならない。」 

という規約が存在する。今回のようにスプリントセレも実行委員会を立ち上げること

があるので、この規約をスプリントセレにも適用させたいと思う。 

 

千葉：予算が１０万円膨らむとどうなるだろうか。 

会計：今まで委託していたのでどのような使いみちがあるかわからないが、赤字にな

 るとは思わない。 

横国：補助金を出すのには賛成だが、１０万円が妥当かどうかを議論したほうが良さ

 そう。 

会計：１０万円は補助として考えているから、とりあえず１０万円という考えること

 もできる。ただし、決算報告だけはちゃんと出していただきたい。 

 

この規約改正についても次回総会で決を採る。 

  



８，ミドルセレについて 

京葉オリエンテーリングクラブが１２月１７日に京葉 OLクラブ 40年記念大会を開

催する予定だが、来年度のミドルセレと融合できないかという誘いがきた。 

学生の参加費を安く設定し、地図は１０年ぶりのリメイク。京葉 OLクラブ所属の学

生らへの情報漏洩は気をつける、とのこと。 

 

ちなみに山川氏も栃木で行う準備をしているらしいです。 

 

山川氏所有テレインの場合： 

運営の負担が今まで通り大きいが、インカレテレインと類似、北信越も来やすいだろ

う。 

京葉 OLクラブ主催の場合： 

１０年ぶりの地図、参加費が安い、京葉 OLクラブの方々が運営してくださるため運

営の負担は少ない。 

 

ミドルセレを行うとしたらおそらく１２月１０日，１７日だろう。来年度話し合い、

第２回総会で決める。 

 

幹事長：スプリントセレの運営負担を考えて京葉 OLクラブに依頼するか、テレイン

 の類似性を重視し栃木でやるかが論点になるかもしれない。 

 

 

９，第三回日本学連幹事会報告 

・加盟校の基準について議論している。来年度も今まで通り５名から加盟校となる。

今後もしかすると、リレーメンバーを出せれば加盟ということになるかもしれない。

その場合インカレリレーの特別措置はなしになるかもしれない。 

・インカレスプリントが大幅な赤字で困っている。渉外がとても大変で、人件費もか

かる。次回以降値上げするかもしれない。 

・日本学連が新歓のビラを作り無料で配布します。 

 

 

１０， 新歓カレンダー 

新歓のかぶりがあると面倒なので新歓・対抗戦カレンダーの利用をお願いします。 

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

  

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


１１， 対抗戦について 

今年度日程調整が上手くいかなかったので大まかな日程を決めておきたい。 

大まかに次のような日程で開催。以下運営するクラブ。 

５月  筑波 

６月  KOLC 

７～８月２回 OC・OLT 

９月  OLK 

１０月後半  千葉 

１２～１月  OC 

２月２回  筑波・OLK 

３月インカレ後 未定 

 

対抗戦メインではあるが、練習会としての側面もあるとよい。今年度の１０回練習会

の代わりとなるとよい。 

 

今年度開催された対抗戦。（）は運営クラブ 

早葉戦（筑波）東早戦（KOLC）早筑東工（KOLC）東葉東工農工（早稲田） 

いばのこ（筑波）早慶戦（東工）慶東工（OC）慶農工（OLK） 

復活させたい対抗戦 

筑葉 東慶筑 筑東北 

 

 

１２， 後援申請 

東大 OLKから来ている。不備はありませんでした。 

全会一致（１７）で承認 

 

事務局：郵送でも可能だが、スキャンデータを電子メールで送っても可能です。 

 また、報告書を提出する義務があるのでよろしくお願いします。 

 

 

１３， 次回総会の日程の決定と議長決定 

２０１７年４月２日（日）東京工業大学大岡山キャンパス 

議長：若松（東工大） 


