
2018 年度第 1回関東学連総会議事録 

日時 2018 年 4 月 3 日(火)13:00～ 

場所 筑波大学筑波キャンパス 

文責 河野貴大(東工) 

出席 茨城 関東学院 慶應義塾 相模女子 十文字女子 千葉 筑波 津田塾 電気

通信 東京 東京工業 東京農工 東京理科 日本女子 一橋 横浜市立 横浜

国立 早稲田 

委任 実践女子 立教 

議長 佐久間若菜(筑波)  

→全会一致(18)で承認 

 

議題目次 

1.自己紹介 

2.幹事承認 

3.関東学連・渉外について 

4.ロングセレ・関東インカレについて 

5.スプリントセレについて 

6.ミドルセレについて 

7. 決算・予算 

8. ペア O 役職決め 

9.新人戦の日程について 

10.対抗戦について 

11.インストラクタ講習会について 

12.昨年度までの主な議題の説明 

13.その他連絡事項 

14.次回総会日程と議長の決定



1.自己紹介 

割愛 

 

2.幹事承認 

幹事長(渡辺鷹志） 全会一致(18)で承認 

副幹事長(増澤すず) 全会一致(18)で承認 

事務局長(高見澤翔一) 全会一致(18)で承認 

渉外部長(宮本和奏） 全会一致(18)で承認 

広報記録部長(河野貴大) 全会一致(18)で承認 

会計部長(田中弥怜） 全会一致(18)で承認 

普及部長(種市雅也) 全会一致(18)で承認 

 

3.関東学連・渉外について 

・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 

・インカレ後の日本学連総会への出席 

・年 4 回の総会 

・学連登録 

・インカレの申し込み 

・大会の後援申請 

・対抗戦における大学間の調整 

・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 

 

幹事長 新歓でラップセンターを使うと思うがオリエンを続けるかどうかわからない人が

いる。よって個人情報保護のためフルネームで掲載してはいけない。注意してほし

い。 



4.ロングセレ 関東インカレについて 

幹事長 ロングセレ 7/1(日)に日光口で行う予定であった。しかし地元で祭りがあり渉外の

関係で 7/22(日)になる可能性があることを把握しておいてもらいたい。 

また例年関東インカレはロングセレに併設している。今年も関東インカレはロン

グセレに併設してもよいか。 

→全会一致(18)で承認 

関東インカレはロングセレに併設するため男子の１位が二人になるが意見はある

か。問題がないようであれば男子の在籍する加盟校に承認してもらいたい。 

→全会一致(14)で承認 

セレクション＋山リハで片付けを手伝う必要がある。 

片付けの手伝いは以下の通り 

ロング   KOLC 農工 

スプリント 筑波 茨城 電通 

ミドル   OC 東工 

山リハ   OLK 千葉 

 

5.スプリントセレについて 

事務局長 旧図についてはどうなっているか。 

幹事長  問い合わせておく。 

 

6.ミドルセレについて 

幹事長 旧日光愛宕でミドルセレを行うことを山川さんから提案された。 

一橋  日光高畑が大きい道を挟まず隣接テレインだがクローズされていない。 

日光高畑を使うと一年生が入ってしまう可能性が十分にあるのではないか。 

日光高畑を使うためにクローズ範囲について考えるべきである。 

茨城  日光高畑の立禁範囲少し手前に設けるべきだ。 

東大  今の状況ではほかに良い案がないので受け入れるしかないのではないか。 

幹事長 日光高畑については山川さんに相談をする。 

 旧日光愛宕でミドルセレを行うことに異論はないか。 

 →全会一致(18)で承認 

 



7.決算・予算 

 

 

来年度の予算 

→全会一致(18)で承認 

 

8.ペア O 役職決め 

会場 ◎菅沼 柏田 佐久間 金子 保木 増澤 田中 山田 河野 香取 笹目 

スタート◎生田 小寺 鶴原 宮嶋 田村 濱野 高見澤 

ゴール ◎江野 志村 押切 畠山 瀬間 渡辺  

計セン ◎西谷 種市 大石 宮本 

◎はチーフ 



9.新人戦の日程について 

事務局長 例年通りに行うとインカレと被るため日付をずらす。 

９月後半にすると大学の授業が始まってしまうので８月後半が妥当。 

早稲田  8/30~9/に合宿を行う。 

東大   8/31~9/4 に合宿を行う。 

東工大  8/17~19 に合宿を行う。 

事務局長 インターハイが 8/25,26 であるから 8/27 は避けるべき。 

     また OC の合宿も考えると 8/28 に開催するのがよいだろう。 

     各大学検討してもらいたい。 

     テレインは昨年使えなかった例幣使がよいと思う。 

     各大学でほかの候補があったら考えてきてほしい。 

  試走は修正を考えると 8/13~17 に行うのがよいと思う。 

早稲田  8/14~16 はトータス合宿があるので避けるべきではないか。 

東工大  8/17 は合宿と被る。 

事務局長 試走は全員が行く必要はないので 8/13 と 8/17 どちらでもいいのではないか。 

  次回の総会で決定する。 

 

10.対抗戦について 

幹事長 昨年は告知が遅く参加率が芳しくなかった。よって今年は普及部長主導で関東学

連のほうで対抗戦を管理していきたい。 

各大学の日程を踏まえた結果以下のようになった 

5 月 5/3 早葉戦(筑波） 

6 月  

7 月 7/1or22 東葉東工農工戦(OC) ロングセレのない日に行う 

7/8 早慶戦(OLK） 

8 月  8/9 早筑東工戦(KOLC) 

9 月  9/22or23 東早戦(東工） 

10 月  10/13or14 東関東対抗戦(東工) 

11 月 

12 月  東慶戦(OC） 

1 月  

2 月  いばのこ(筑波) 葉電農戦(OLK) 

3 月   慶東工(OLK）  

()は運営 

11 月以降の対抗戦については次の総会で詳しく決める 

対抗戦の管理は Google カレンダーを使う 



11.インストラクタ講習会について 

事務局長 山川さんから日本学連主催でインストラクタ講習会を開きたいという提案があ

った。8 月のどこかで行う。また学生は参加費無料になる予定。公認大会を開く

予定の大学は留意しておいてもらいたい。 

 

12.昨年度までの主な議題の説明 

1 全日本大会と学生選手権について 

全日本大会が近年縮小傾向 

よって学生が全日本大会に参加していくことが必要 

それと同時に社会人がインカレの併設大会に出ることも必要 

また全日本大会のために公認大会を増やし E 権取得者を増やしていくことが参加者増加に

つながるのではないか 

２ インカレセレクションレーン制問題 

2 レーン制と 1 レーン制のどちらが良いのか 

2 レーン制の場合公平なアルゴリズムが必要 

1 レーン制の場合時間の問題がある 

3 推薦 

推薦は実績とやむをえない理由の両方がある場合のみ認めている 

関東学連としては上位に入れる選手をインカレに送り込みたい 

関東学連の推薦基準は厳しいという意見があるが今後この基準を改めるべきか否か 

 

13.その他連絡事項 

会計監査 公認大会に出場するには競技者登録が必要。 

４月から６月にかけ公認大会がある。 

日本学連での競技者登録の締め切りが例年より一か月早いことから関東学連で 

の締め切りを 5 月中旬に設ける。            

また加盟校費はなくなった。 

事務局長 経験者で A クラスにでたい人がいるかもしれないので注意してもらいたい。 

 関西学連の広報誌を倣って関東学連も広報誌をつくりたい。 

     特に地域クラブにかいてもらうことができれば加盟者が増えるのではないか。 

     地域クラブに参加している人は一度声をかけてもらいたい。 

 

14.次回総会日程と議長の決定 

日時 5/26(土)  

議長 大石(早稲田)  

会場 ペア O で前泊する公民館 


