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日本学生オリエンテーリング連盟 

２００５年度第 1 回日本学連幹事会 議事録 

２００５年６月８日 

広報部長 丸藤純 

 

日時：６月４日 １６時～ 

場所：東京屋（群馬県碓氷郡松井田町）  

◎出席者 

 ☆幹事 

名前 役職 大学と学年 出席 

高橋元気 日本学連幹事長  東北大学４年 ○ 

袴田優美 日本学連会計 実践女子大学３年 ○ 

高瀬悠太 日本学連会計監査 東京工業大学３年 ○ 

櫻木伸也 日本学連事業部長 静岡大学４年 - 

丸藤純 日本学連広報部長  岩手大学２年 ○ 

三矢麻以 日本学連事務局長 実践女子大学３年 ○ 

市川雄一朗 日本学連普及部長 大阪外国語大学３年 ○ 

真名垣友樹 北東地区代表幹事 北海道大学３年 ○ 

高橋弘恵 関東地区代表幹事 茨城大学３年 ○ 

本郷真弓 北信越地区代表幹事 金沢大学３年 ○ 

福味亮仲 東海地区代表幹事 静岡大学３年 ○ 

大西康平 関西地区代表幹事 京都大学３年 ○ 

柴崎洋志 中九四地区代表幹事 山口大学３年 ○ 

    中九四地区代表幹事は倉田陽子の代理。 

 ☆理事 

名前 担当 出席 

上田泰正 理事長 全体統括 ○ 

山口尚宏 理事 技術委員 テレインコントロール ○ 

堺信夫 理事 普及部 組織強化 ○ 

 

１．自己紹介 

 ⇒自己紹介については上記出席者を参照。 

 

２．会計監査承認の確認 

 ⇒会計監査に高瀬悠太（東工大 3年）が承認されたことを確認しました。 
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３．評議員承認の確認 

 ⇒諏訪高典さん、原響子さん、李敬史さん、内藤愉孝さんを確認しました。 
 

４．大会後援申請の承認 

京都大学、岩手大学、千葉大学、東北大学、岩手県立大学 

 ⇒各大会とも１２／１２で承認 

 

５．日本学連とジェネシスにおける地図の委託販売と地図データ管理に関する契約につい

て  

 ⇒日本学生オリエンテーリング連盟とジェネシスマッピングにおける地図の委託販売と

地図データの管理における地図データの管理に関する約款を参照。 

  ・第４条２項：…合理的と認められる範囲を超えて情報の利用目的を変更しません。 

  →個人情報保護法も施行され、安全性を確保するためにも必要。 

  →利用目的の変更は、変更せざるをえない場合は変更できる。 

  ・第５条２項：…渉外整備委員会へのデータでの貸出を認めます。 

  →現時点で使うかはわからないが、可能性があるから残しておく。 

 ⇒ＯＣＡＤが無い人はどうするか？ 

  ・ジェネシスが白図を印刷し使用者に送付。使用者はコースを組み、ジェネシスにデ

ータとしておこしてもらう。コース作図代として１コース３０００円。 

 ⇒申込 

  ・現在電話がかかってくる場合があるので、ＨＰに掲載してある事務局の電話番号を

削除しメールアドレスを掲載する。事務局にメールが来たらすぐにジェネシスに連絡

する。今後運用の手続きを体系化する。 

 ⇒費用 

  ・Ａ４：１枚１５０円 

  ・Ｂ４以上：１枚２００円 

   上記値段は学連加盟校の場合。紙はオリエンテーリングに耐えうる良い紙を使用。 

 

   色々なパターンにも対応できる。具体的にどういうことができるかは、ジェネシスで

作成し Web 上にアップする。 

 

６．学生以外に対する地図販売及び手続き 

⇒日本学生オリエンテーリング連盟とジェネシスマッピングにおける地図の委託販売と

地図データの管理における地図データの管理に関する約款を参照。基本的に学生と変

わらない。 
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７．2005 年度インカレロング 

運営者の状況について等 

 ⇒下記の事業部報告参照。 

 

８．2005 年度インカレミドルと全日本大会との関わり 

 ⇒インカレミドル＆リレーと全日本大会（ロング）の共催は種目が異なり不可能。 

 ⇒２００５年度全日本大会と学連の関わり 

  →ＪＯＡに対し学連から地図のみの供給なら可能と打診。 

  →栃木県協会により矢板（やしお）で開催する方向へ。 

   実際の運営は関東ブロックの各県が行う。 

   最終的に全日本大会がどうなるは６月１２日のＪＯＡ総会で決定する。 

   （後日ＪＯＡ総会にて最終決定済み） 

  →やしおの地図は学連が作り直す。制作費は学連の負担。 

  →ＪＯＡは１枚１２００円で、最低９００枚は購入してくれる。 

  →地図の制作費は１５０～２００万円。現時点での売り上げの見込みは１００万円。 

   地図は後々も売れるから黒字が見込まれる。 

→大会終了後、地図は学連の財産。 

  →大会実行委員会に学連は入らない。入りたい人は入ることも可。 

 ⇒クローズ問題 

  →やしおは、もともとクローズなので全日本のための新たなクローズは必要なし。 

  ・やしおと番匠峰古墳の重なる部分はクローズか？ 

  →ＪＯＡから要望があれば別途考慮する。 

   その部分は使いにくいため、テレインコントロールとしてはクローズすることも可

と考える。 

 

９．2005 年度のインカレのトレイル併設 

「実施の希望があるかないか」「希望ありの場合実施時期」について 

⇒幹事会の希望としてインカレで実施する。時期はインカレロング当日 

 →今後、実行可能かインカレ実行委員会で検討してもらう。 

⇒・インカレロングでインカレのトレイルの併設を行うと 

ロング種目が気になりトレイルに集中できない学生もいるのではないか？ 

 →全日本トレイル（１１月２８日）で別途学生最上位を決めるかはＭＬ上で 

アンケートなどを活用しながら議論。 

 →８月末までに決める。担当は高瀬（会計監査） 

⇒過去のインカレで開催日程に関するアンケートを実施している。 

アンケート結果はトレイルＯ研究会のサイトを参照。 
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 http://www.orienteering.com/%7Etrail-o/j-index.html 

 

１０．JOA 競技者登録の方法 

 ⇒登録用紙は、エクセルで各校渉外に送付済み。加盟員名簿（競技者登録名簿）のエク

セル書式は、学連 HP に掲載する。登録は 6月 30 日まで受け付ける。 

 ・ＷＯＣの申込について 

  →6月 15 日の WOC 申込を済ませる。申込時に競技者番号を書く必要はない。 

  →6月 30 日までに競技者登録名簿（加盟員名簿）が日本学連に届く。 

  →その後、学連事務局から至急 JOA へ競技者登録名簿を転送。 

  →JOA から WOC の方へ。 

 

１１．会計監査募集について 

 ⇒北信越地区から探す。 

 

１２．理事会報告 

 ⇒２００５年度インカレミドル・リレー 

  →愛知で行うことしか決まってない。 

  →前総会で関東ＯＢＯＧが主体となることが決まったが、まだ何の動きも無い。 

→理事会として内々に手を打ったから開催はできるが、学生主体というなら実行委員   

も学生が集めるべき。 

  →インカレがどうあるべきかは学生が考えるべき。 

   もし学生でなんともならないようであれば、理事会で開催団体を斡旋するので、 

   外部団体にお願いするかは８月までに幹事会などで決定して欲しい。 

   前回の関東地区のインカレ実行委員に相談してみるのもよい。 

  →幹事会の対応として、関東の各加盟校に連絡し、卒業生に当たる。 

    

 ⇒ＴＣＷＧ（ﾃﾚｲﾝｺﾝﾄﾛｰﾙﾜｰｷﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）よりリザーブ、クローズ時期の申し合わせ変更

の報告について 

  →現行の申し合わせではいつから始まるのかあいまい。 

  →リザーブ開始時期：ロングは２年前の１月、ミドル・リレーは３年前４月に変更。 

   クローズ開始時期：ロングは１年前の１月、ミドル・リレーは２年前４月に変更。 

 

１３．技術委員会報告 

 ⇒４月に実施した年１回の定例ミーティングで、合宿、講習会について話した。 

  →７月２・３日（日光）、９月１７～１８日か２４～２５日（愛知）、 

１月１４日（関西）、２月（関東）で合宿を行う。７月分の要項を発行。 
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→６月４日コースプラン講習会、８月２７～２８日地図調査講習会、 

１１月１２日か１９日計セン講習会を行う。 

 ⇒ＷＯＣへの観戦ツアーを組んだ。交通機関・宿泊施設の情報を取りまとめた。 

 ⇒インカレミドル・リレーの際に実施規則の不具合があったので、次回の幹事会に持っ

てくる。 
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１４．地区学連活動報告及び今後の活動予定 

北東学連 

6月 

long セレクション１本目＠東大大会(6/5) 

7 月 

特に無し 

8月 

long セレクション 2本目＠woc(８/１１) 

9月 

北大大会（９/１１） 

夏合宿(９/１３～１８の間に 3 日間ぐら

い？) 

10 月 

東北大大会兼東日本大会（１０/９） 

岩手県立大大会(１０/２２) 

岩手大大会(１０/２３) 

 

北信越学連 

3月 14 日 

   平成 16 年度第 4回学連総会及び平成 17

年度第 1回学連総会 

4月 3日 

   金沢大学大会(加賀海岸) 

4月 17 日 

   新潟大学大会(BIGSWAN) 

6 月 5 日 

  インカレロングセレクションレース第 1

戦（東大大会） 

7月 2，3日 

  学連交流会 

  第 2回学連総会（2日） 

8月 11 日 

  インカレロングセレクションレース第

2戦（WOC） 

 

関東学連 

４月 30 日第１回学連総会 

５月１５日新歓ペア O(天覧山) 

５月２８日第２回学連総会 

５月２９日十二大新歓(小金井公園) 

 

今後の予定 

６月１８日第３回学連総会 

６月２６日ロングセレクション(みずがき

の森) 

９月２５日新人戦(滝山城址) 

 

東海学連 

2005 年 3 月 18 日 

平成 16 年度第 3回東海学連総会 

議案書内容 

○自己紹介 

○議長選出 

○今年度の会計報告 

○来年度の予算案 

○今年度のミドルセレの会計報告 

○来年度ロングセレについて 

○東海インカレについて 

○活動報告 

○引継ぎ 

  

2005 年 5 月 28 日 

新歓ペア O（浜松） 

 

関西学連 

4月 29 日第 1回総会・幹事会 

・関西ロングセレの人数配分について 

・賛助会員登録について 

・関西全体の新歓について 

・予算案承認 

・関西地区代表選手選考会実施基準改正 
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5 月 7 日 新歓ペアーO 

5月 15 日 関西学連定例戦第 1戦＠東山 

中九四学連 

５月１４日 新歓ペア OL 

今後 

７月９日 中九四セレクション 

８月１９日～２２日 合宿 静岡 

を行う予定 

 

１５．各部局報告 

事務局 

 事務局が池袋から目白台に移転した。 

 パソコンを購入したがまだネットにつながってない。６月上旬中にはつながる。 

 不動の滝についての連絡が多数あった。 

事業部 

ICL2005 関連 

運営者募集→あんまり集まらなかった。現在も募集中です。 

宿泊輸送の担当者を岩橋さん(椙山２)に決定。日本旅行の担当者と連絡を取り始めまし

た。 

エントリー担当者を事務局から出してもらうように依頼しました。 

広報部 

 いぶき第１号を発行した。 

 随時情報をＨＰ上に掲載した。 

普及部 

 アンケートの回答ありがとうございました。 

 普及活動をしてくれる人（普及部員）募集中。 

 オリエンテーリングの普及対象を大学生だけに限らないようにする。 

 人数が減った大学のＯＢＯＧの力を借りてもいいのかもしれない。 

 大学単位ではなく、学連単位で活動してもいいのではないか。 

 イベント的なものを用意する。 

 

１６．その他 

 副幹事長に大西（関西地区代表幹事）が任命。 

 評議員の規約を改正するかもしれない。（評議員という存在をなくす） 

 

１７．次回幹事会の日程 

 １０月１日 

 


