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2019年度 第 71回日本学連総会議事録 

 

日程：2019年 11月 9日（土）17:15～18:00 

場所：中津川市にぎわいプラザ 

議事録作成者：上村 太城（慶應義塾大学） 
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1 山川克則氏の入室が遅れたため、議題の順番が変更された。本議事録は時系列順に掲載

されている。 
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出席者（敬称略） 

 

氏名 役職 学校名 

山川 克則 副会長 東京大学卒 

藤本 拓也 幹事長 大阪大学 

河村 優花 副幹事長 名古屋大学 

西平 楽 会計 東北大学 

谷野 文史 事業部長 筑波大学 

上村 太城 広報部長 慶應義塾大学 

山田 基生 広報部員 東北大学 

下江 健史 事務局長 広島大学 

伊部 琴美 普及部長 名古屋大学 

種澤 遼太郎 渉外部長 東北大学 

佐藤 珠穂 会計監査 法政大学 

倉地 草太 会計監査 北海道大学 

渡辺 鷹志 技術委員会担当 慶應義塾大学 

白旗 洸太 北東学連幹事長 北海道大学 

大石 洋輔 関東学連幹事長 早稲田大学 

小森 達郎 北信越学連幹事長 金沢大学 

棚橋 一樹 東海学連幹事長 名古屋大学 

桃本 一輝 関西学連幹事長 大阪大学 

山内 優太 中九四学連幹事長 広島大学 
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出席校【37校】 

北海道、東北、宮城学院女子、岩手、金沢、新潟、金沢工業、慶應義塾、千葉、中央、筑波、

東京、東京農工、東京理科、法政、横浜国立、立教、早稲田、実践女子、一橋、相模女子、

東京工業、日本女子、津田塾、茨城、横浜市立、関東学院、十文字女子、静岡、名古屋、椙

山女学園、大阪、京都、神戸、京都女子、奈良女子、広島 

 

（うち東京、法政、一橋、実践女子、十文字女子、中央、立教、津田塾の 8校は途中入室） 

 

準加盟校 

無し 

 

委任状【3校】 

岩手県立、福島、電気通信 

 

 

１．議長選出 

発言内容（敬称略） 

藤本 2019 年度第 71 回日本学連総会を始める。はじめに議長選出を行う必要があ

るが、東京工業大学の若月が立候補してくれている。ほかに立候補者はあるか。 

藤本 他に立候補者はいないようなので、 

東京工業大学の若月が議長を務めることを承認する方は拍手をお願いしたい。

では議長を承認する。 

 

 

 

２．2018年度会計決算報告 

若月 会計中間報告についてお願いします 

西平 今年度会計の西平です。【資料 2-1】2018 年度会計決算報告 をご確認くださ

い。収入は 6,042,034円、支出は 8,448,559円となり、収支は 2,406,525円の

赤字となった。 

決算報告の内容に質問があればお願いします。この決算報告は幹事長と会計監

査による監査を受けています。 

若月 会計中間報告を承認される各校の渉外の方は挙手をお願いします。 

 28校の賛成により承認された。 

 

 

 

 

３．2019年度会計中間報告 

若月 次に、今年度の予算案に移ります。 

西平 【資料 3-1】2019年度会計予算案 をご確認ください。会計中間報告の内容に
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質問があればお願いします。 

若月 会計中間報告を承認される各校の渉外の方は挙手をお願いします 

 27校の賛成により承認された。 

 

  

 

 

４．加盟制度の変更について 

若月 次に、加盟制度の変更について、お願いします。 

藤本 加盟制度の変更点については、【資料 4-1】加盟制度の変更について をご確認

ください。本件に関しては、かねてより各地区学連や加盟校から意見を募って

いたので再三の確認となるが、何か質問はあるか。 

 

 

【脚注】大きく 3 点の変更点があり、2020 年度からの施行を目標に、幹事会

で方針を定めている。（2018年度第 70回総会議事録より引用） 

・ねじれ加盟禁止の明文化 

  ねじれ加盟…正規の学籍を有さない大学を、自身の所属校として学連登録

を行うこと 

・加盟校資格の拡大 

新制度により、大学院も加盟校資格に追加し、大学院生もインカレ選手権

の部に出ることを認める。背景としては、初年度に遠隔地のキャンパスに

所属し、2年時以降に主要キャンパスに戻るというケースがあるためであ

る。この例では、主要キャンパスを拠点とする課外活動に 1年時から参加

するのは困難であり、本人の意思にかかわらずインカレ選手権の出場の機

会が 3年間に制限されるということがある。 

  大学院生のインカレ選手権クラスへの参加を認めるものの、加盟登録の期

限自体を 4年に定める。 

  大学院は大学と独立した教育機関と考えるため、大学とは別の加盟校とし

て扱う。そのため京大大学院に進んだ者はインカレリレーを京大院のチー

ムとして走ることはできても、京大のリレーチームで走ることはできな

い。 

  インカレ実施規約と従来の加盟員資格のギャップを埋めるという意図が

ある。 

・年齢制限の引き下げ 

  前項のインカレ出場資格は、国際大学スポーツ連盟が定めたユニバーシア

ード大会の出場年齢制限に合わせて制定されていた。 

  近年ユニバーシアード大会の出場年齢制限が 26 歳以下に変更されたた

め、学連側の規定も引き下げたい。 

 

小森 北信越学連幹事長の小森です。新加盟制度では、留学生は加盟資格を得るのか。 
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藤本 過去の議論にあった通り、留学生は正規の学籍を有した者に該当しないため、

留学生は加盟員資格を得ない。 

来春の総会で新制度の制定に関して承認をいただきたいが、今回の総会では制

度の方向性について問題がないことを加盟校各位に確認していただき、承認を

得たい。 

若月 それでは、加盟制度の変更について、承認される方は挙手をお願いします。 

 賛成多数により承認された。 

 

 

 

 

５．日本学生オリエンテーリング選手権実施規則の改正について 

若月 次に、日本学生オリエンテーリング選手権実施規則の改正についてお願いし

ます。 

谷野 事業部長の谷野です。【資料 5-1】インカレ実施規則の改正について  をご確認

ください。 

今回は主に競技面での改正がメインである。競技用地図の円の大きさなど、地

図図式規定の変化に伴う規則の変更を行っている。変更理由については【資料

5-2 規定改定一覧】 を確認してください。 

今回の変更の理由としては、例年不適用事項が似通ったものとなっているた

め、変更する運びとなった。変更内容について質問があればお願いします。 

若月 日本学生オリエンテーリング選手権実施規則の改正を承認される各校の渉外

の方は挙手をお願いします。 

 27校の賛成により承認された。 

藤本 インカレ関連の議題で、もう一点だけ共有したい。【資料 5-3 ICR 一般 B ク

ラス設置の提案書】 をご覧ください。 

これは昨年度の日本学連幹事会で提案された議題である。例年 ICR において

一般の部ではクラスは一つだけとなっているが、新たなクラスを設置してはど

うか、という内容になっている。導入する理由としては、例年リレーで完走で

きない事例が発生しているからである。 

2020年 3月に矢板市にて開催予定の ICRでは、資料内の新クラス設置案の内

容で Bクラスを設置していただくことになる。 

 

次回の春インカレで断念した提案項目としては、 

・上位クラスとの混成出場(参考記録)を認める 

・BR クラスでのエントリー後、(当該選手の成長を見込んで)上位クラスへの

変更を認める 

の二点がある。 
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６．新歓フライヤーについて 

若月 新歓フライヤーについてお願いします。 

木村 来年の新入生勧誘のために、新歓フライヤーを各加盟校に無料で配布してい

る。デザインも各加盟校から募集しており、コンペ形式で選ばれたデザインの

作者に 3万円の賞金を設けているので、積極的に応募してほしい。著作権は日

本学連に委託され、画像の肖像権については被写体の方に了解を得るようにし

てほしい。1月 10日まで募集している。 

 

 

 

７．理事会報告 

若月 理事会報告についてお願いします。 

木村 特に連絡事項はない。 

 

東京、法政、一橋、実践女子、十文字女子、中央、立教、津田塾の 8校が入室した。 

 

 

 

 

８．各部局活動報告 

若月 各部局活動報告について、お願いします。 

藤本 会計から、今年度の活動について報告をお願いします。 

西平 会計は、昨年度決算報告の作成、今年度会計中間報告の作成を行った。 

谷野 事業部は、インカレ実施規則の改正と、UNIVAS事務局とのインカレでの動画

事業に関するやりとりを行った。 

上村 広報部は、日本学連 HPの改修と、種種のお知らせを掲載した。 

下江 事務局は、今年度加盟員の学連登録を行った。また、日本学連保有のテレイン

申請のやりとりを行っている。 

伊部 普及部は、新歓期と夏の二回にわたってマナー教育を実施した。また、過去の

渉外問題事例の収集を行った。秋インカレの観戦ガイドを作成した。 

種澤 渉外部は、矢板日光地区のテレイン所在地の区長さんとのやりとりを行い、テ

レイン利用時には回覧板での周知を行った。 

西嶋 アンチ・ドーピング委員会では、春インカレ後の AD講習会の準備を進めてい

る。AD講習会は各加盟校の渉外の方に出席してもらうことになるので、確認

していただきたい。 

また、来年度の秋インカレより Eラーニングの実施を開始し、来年度春インカ

レからは選手権クラス出場者に対し E ラーニングの受講を義務付ける予定で

ある。 
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９．地区学連活動報告 

若月 各地区学連幹事長は、地区学連の活動報告を行ってください。 

白旗 【北東】6月に第 1回総会と 1本目のロングセレを行った。8月にはスプリン

トセレ、北東インカレ、第 2回総会と北東学連の夏合宿を開催した。今後は、

12月 15日にミドルセレと第 3回総会を行う。 

大石 【関東】6月にロングセレとスプリントセレを行った。9月 3日に第 2回の総

会、10月 26日に第 3回総会を行った。今後は、12月 15日にミドルセレを開

催していただく予定である。 

棚橋 【東海】6月 23日に東海インカレを行い、30日にスプリントセレを行った。

8 月 26 日 27 日に東海学連夏合宿と第 2 回学連総会を行った。今後は、12 月

22日にミドルセレを開催する。 

小森 【北信越】8 月 18 日と 10 月 21日にミドルセレ中止時の代替案に関する話し

合いを行った。12月 15日に関西学連ミドルセレに中止時の代替レースとして

参加し、12月 22日に東海学連ミドルセレに併設する形でミドルセレを行う。 

桃本 【関西】4月 27日に第 1回総会、5月 19日に第 1回定例戦と臨時総会を行っ

た。6月 16日にロングセレと第 2回総会、7月 14日にスプリントセレを行っ

た。10 月 19 日に第 3 回総会を行い、20 日に第 2 回定例戦を開催した。今後

は、12月 15日にミドルセレと第 4回総会を開催する予定である。 

 

山内 【中九四】6月 16日にロングセレ、7月 14日にスプリントセレを行った。 

今後は 12月 15日にミドルセレを開催予定である。 

 

 

 

 

１０．次回総会について 

若月 次回総会について、お願いします。 

藤本 次回総会は 3月の春インカレ後に行う。 

新加盟制度など、各加盟校に直接関係する重要な議題が多くなることが予想さ

れるため、なるべく委任状を出すのではなく代理を立てるなどして出席してほ

しい。 

谷野 次回総会の会場は後夜祭と同じホテルニュー塩原で開催する予定である。なる

べく後夜祭に参加してほしい。 
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１１．インストラクタ講習会について 

藤本 山川氏が入室する前に、この議題について説明しておく。 

JOA により、公開大会を開くクラブにはインストラクタ資格保持者を用意す

るのが望ましい、という指導があったのを契機に、学連主催でインストラクタ

講習会を開催する運びとなり、2018 年 8 月に初めて開催された。隔年実施と

いうことで今年度は開催されなかったが、次回は 2020年 5月に岐阜県で開催

される予定である、 

前回では、遠方の加盟校も参加できるように交通費参加費宿泊費ともに学連が

全額負担したが、今回の講習会では講習費交通費のみの負担とする予定で、学

連負担の実費は 30 万円程度となる見込みである。学連会計からの出費が一度

に 20 万円を超える場合、総会承認が必要となるため、今回の総会の議題とな

っている。 

 まず、来年度のインストラクタ講習会の開催に関して承認をとる。 

若月 インストラクタ講習会の来年度の開催について、賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 32校の賛成により承認された 

 山川克則が入室した。 

山川 学連主催のインストラクタ講習会では、旧式の JOA 主導のカリキュラムを回

収し、坂野氏作成のテキストを利用したり、山川自身の渉外ノウハウの共有を

行ったりするなど、参加する学生にとって有意義な場としたい。 

少し話が脱線するが、今回の ICS テレインの中津川公園の渉外は昨年 9 月の

段階で開始していたように、インカレの予備渉外は 1年前には始動する必要が

ある。来年度の秋インカレは矢板で、スプリントロングともに新規テレインの

予定。今後のインカレ渉外を自分抜きでも成立できるような体制の整備が必要

である。 

藤本 話がそれてしまったが、2020 年 5 月の講習会を開催する際には、参加者の交

通費講習費は学連が負担する予定である。これに関して承認をとりたい。 

若月 インストラクタ講習会の費用負担に関して、賛成される方は挙手してくださ

い。 

 32校の賛成により承認された。 

藤本 以上で、2019 年度第 71 回日本学連総会を終了とする。 

 

 


