
日本学生オリエンテーリング連盟 

第 38 回日本学生オリエンテーリング連盟総会議事録 

日本学生オリエンテーリング連盟 広報部 

 

日時：平成 15 年 3 月 10 日（月）10:00～13:00 

場所：新城観光ホテル会議室 

  

出席：加盟校 25 校、準加盟校 1校 

委任状：2校 

 

1. 議長の選出 

実践女子大学２年 石澤 攝 

 

2. 役員自己紹介 

米本（幹事長） 石関（副幹事長） 

山田（会計） 浜端（事務局長） 

太田（事業部長） 岡本（広報部長） 

横関（会計監査） 吉田（会計監査） 

姫野（北東） 久野（関東） 

天兒（北信越） 内藤（東海） 

上田（関西） 山川（副会長） 

上田（理事） 西脇（技術委員） 

吉村（技術委員）  

 

3. インカレの今後について 

○ 概論（山川） 

・ 今年度のインカレ参加者（学生）７００人レベル過去のピーク時には１８００人レベルで

あった。 

・ 学生７００人のためにクラシックの地図の大きさを提供することが厳しくなってきた。 

・ クラシック＋リレーでインカレを提供することが困難になってきた。（金銭的＋人員的） 

→今年度、来年度を移行期間として秋ロング、春ミドル＆リレーと改革を行う。

一般の大会との併設も考える。 

 

○ 地図について 

今年のクラシック（花沢）＋モデルイベント（元気村下山）は１１月３０日のエリートイ

ベント（セレクションの用意あり）のため即クローズ。 



リレー（田代）は夏の３Days までオープン。その後クローズ。 

2004 年度秋 ロングインカレ（愛知）ＷＲＥに兼ねる。 

春   ミドル＆リレー →日光霧降の右クローズ 

2005 年度夏 世界選手権中のインカレ（ロング） 

2005 年春 愛知で世界選手権のテレインを活用して開催（ミドル＆リレー） 

 

○ 地元への配慮について 

「日光所野」でトラブルが発生し、日光・矢板地区は今後も継続的に日本学連の行事を続

けていく必要から、渉外のフォーマットが完成するまで日光地区全域をクローズ。当事者の

配慮も欠けており、今後、「オリエンテーリングは人から土地を貸していただいてやっていけ

るスポーツであり、地元住民への配慮は必要不可欠」と肝に銘じて欲しい。 

また、「地域への利益の還元」の視点からも地元に利益をもたらすような行動（宿泊・買い

物など）を心掛けて欲しい。 

 

○ 式典等について 

インカレは日本学連の主催行事、との認識を持ち、学生には式典を中心にもっと積極的に

インカレに関わって欲しいし、やりたいことがあればどんどんやって欲しい。 

 

4. インカレ改革ＷＧより（吉村） 

実施規則の提示。学生で議論をしていってほしい。 

次の総会に承認を取りたい。 

 

5. 平成１５年度日本学連幹事選挙 

幹事長  菊地貴志（農工２） 承認 

副幹事長 内藤愉孝（静岡３） 承認 

事業部長 田部恭裕（大阪３） 承認 

事務局長 熊野匠人（東京３） 承認 

広報部長 吉田建典（金沢２） 承認 

会計監査 立候補者なし 

 

6. 平成１５年度地区学連幹事選挙 

北東地区代表幹事  下村佳奈（岩手２）承認 

関東地区代表幹事  佐伯貴央（千葉２）承認 

北信越地区代表幹事 長澤憲太郎（金沢２）承認 

東海地区代表幹事  三宅文彦（名古屋２）承認 

関西地区代表幹事  村上憲一（神戸２）承認 



中九四地区代表幹事 中村倫崇（山口２） 

 

7. ２００３年度予算案について  

→承認 

 

8. 規約改正について 

第一条２項 本連盟の所在を以下に定める。 

〒112-0014  

東京都文京区関口 3-18-2 目白台芙蓉ハイツ１０４ 

 →承認 

 

9. ２００３年度インカレショート開催決議 

→承認 

実行委員長 宮佐俊佑（筑波大卒） →承認 

 

10. ２００３年度インカレ開催決議 

→承認 

実行委員長 遠山文規（東大卒）  →承認 

 

11. ＪＯＡとのかかわりについて 

現在関東地区では地域クラブの大会が大学の対抗戦と重なるなど、大学と地域クラブの関

係が疎遠となっている。それを解消するため、現在、ＪＯＡと話し合いの場を持っている。 

今後、以下の方針で活動を行う予定。 

・ クラブカップリレーの場を通して交流ができないか考える。 

・ 各県協会にアンケートを出し、意識調査を行う。 

・ クラブレベルでの交流を積極的に行う。 

 

12. 理事会活動報告 

現在、ＪＯＡ・マスコミとのよりよい関係を気づくために折衝を行っている。 

○ オリエンテーリングの社会貢献について 

・ 地元でお金を使ってほしい。 

・ 地元の人たちが一緒にオリエンテーリングに参加し、楽しめる機会を増やしていってほし

い。 

○ オリエンティアの減少について 

・ 新たにオリエンテーリングを始める人が少なくなってきた。 

・ 大学を卒業後、オリエンテーリングをやめてしまう人が多い。 



→下の世代を中心にアピールをしていってほしい。 

 

13. 幹事会活動報告 

○ 平成 14 年度第３回幹事会 

平成 15 年１月 11 日（土）・千葉市ユースホステルにて 

1）JOA との関わりについて 

2）ショート（ミドル）枠の返上について 

3）学生行事のあり方について 

4）インカレの今後について 

5）いぶきの紙面改革について 

6）新勧活動対策 

7）大会後援申請 

次の大会の後援申請を受理。 

第 13 回京都大学大会 

新潟大学大会 

第 26 回東大 OLK 大会 

 

○ 平成 14 年度第４回幹事会 

平成 15 年３月９日（日） まるさや旅館にて 

本総会の準備及び役員の引継ぎを行う予定です。 

 

○ その他 

・ 1 月 21 日（火） JOA 普及教育委員会に米本がオブザーバーとして出席 

・ 2 月 26 日（水） 同上 

 

14. 各部局活動報告 

○ 事務局：事務局長 浜端紀行 

筑波大大会承認しました。 

○ 事業部：事業部長 太田雄一郎 

後夜祭終了しました。講習会を現在行っている。 

後夜祭には約１５０人、講習会には２３人参加。 

○ 広報部：広報部長 岡本健一 

いぶき第５号３月３０日に発行する予定。 

 

 

 



15. 地区学連活動報告 

【北東学連】  

11/30 第２回北東学連総会 

12/1 セレクション（３本目）「日光霧降」 

12/26～29 東北大冬合宿 

12/29～31 北大冬合宿 

1/18～19 地図調査講習会 

3 月上旬 インカレクラシック前合宿・題３回北東学連総会 

【北信越学連】  

12/22 インカレセレ第３戦（北山大会） 

IC 後 北信越学連総会 

【関東学連】  

11/23 第７回総会（千葉大学） 

12/1 インカレ本セレクション 

 （プラト－里美） 

12/21 第８回総会（日本女子大学） 

1/25 第９回総会（東京農工大学） 

2/9 関東学連リレー（番匠峰古墳） 

2/15 第１０回総会（東京工業大学） 

【東海学連】  

12/22 インカレ個人戦セレクション第 2 戦(京都北山大会) 

12/25～27 東海学連冬合宿（富士） 

12/26 名静戦・第２回東海学連総会 

IC 後 第 3 回東海学連総会 

【関西学連】  

10/13 関西学連第２回定例戦（箕面） 

10/19 関西学連 10 月総会（立命館大学） 

11/17 関西学連第３回定例戦兼新人戦（山紫水明東山） 

12/７～８ 学連合宿（走落神社） 

12/22 
京都北山大会兼関西学連インカレセレクション（御室） 

関西学連 12 月総会（立命館大学） 

【中九四学連】  

12/1 中九四学連インカレクラシック選手権選考大会 IN 広島 

1/5 山大大会（維新公園） 

 

 



16. 各委員会活動報告 

技術委員会 

＜活動報告＞ 

○ 学連合宿 

第２回：関西＠兵庫等（2002 年 12 月 7～8日） 

第３回：関東＠静岡（2003 年 1 月 4～5 日） 

第４回：リレー＠日光（2003 年 2 月 8～9 日） 

○ 講習会関係 

○ 地図調査講習会（２００３年１月１１日（土） 

○ その他 

・ シード推薦 

インカレのシードを理事に推薦 

・ 規則改正に関して 

来年度以降の規則改正に関する話し合いを進行中。 

今年度の愛知インカレに関しても、シード人数と間隔について議論、女子エリートの

３分間隔化などの議論を行った。 

 

インカレ実行委員会 

愛知インカレ無事終了。 

２００３年度インカレショート開催決議承認に伴い、要項１を発表。 

矢板ショート番匠峰古墳１０月１日よりクローズ。 

 

17. 次回総会日程 

・インカレショート前日（１１月８日）を予定 

 

以上 


