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2011 年度がスタートし、新たな仲間が加わりました。 

今号では新歓特集として、気になる全国の大学の新入部員数を掲載、各地区学連幹事長に新歓概況を解

説してもらうほか各加盟校の様子をダイジェストで紹介しています！ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 北東学連                     

幹事長 平野弘幸 

こんにちは！北東学連幹事長の平野弘幸です。北東

学連の新歓・入部状況を報告します。今年は東日本大

震災の影響で北東学連ではほとんどの大学が始業延

期となり、イレギュラーな日程となってしまいまし

た。北東学連にとっては苦しい年になってしまうのか

なと思いきや、聞くところによるとほとんどの大学で

新歓が成功し、部員数が増加したと聞いています。う

れしい限りです。 

 
主な加盟校の新歓の様子 

北海道大学 

新歓期が約１ヶ月と長いのに対して勧誘できる部員

が少ないので、疲弊しないよう適度に休むよう指示し

た。今年はオリエンテーリングという競技をどんなも

のか知ってもらうために、積極的に声かけをした。ま

た週一の合同トレーニングにも新入生を誘った。 

 

岩手大学 

震災の影響により、始動の時期が遅くなり、また合宿

も会場を利用することができず中止、飲み会場所の変

更、など計画を立て直すのにも時間を割かざるを得な

かった。オリエンテーションでは大きな看板・ポスタ

ーの設置やビラの配布及び積極的な勧誘活動を行っ

た。移動ポスト付き O など企画 O を多く取り入れた。 

 

岩手県立大学 

２年生がいないため覚悟を決めて全力で臨んだ。ポス

ターはファンシーなヴァージョンで女子受けを、スポ

ーティーなヴァージョンで体育会系受けを狙うなど

した。 

 

宮城学院女子大学 

ステージ発表は震災の影響で延期になり文章を読み

上げる程度の紹介となった。部室に誰もいないとき新

入生がアドレスを書いた紙を入れられるようにポス

トを設置したり、オリエンの説明や日程を記載した冊

子を置いておいたりした。 

 

東北大学 

前年度は新歓期とその後の活動のギャップのために

やめてしまった新入生が何人かいたのでその点を深

く話し合った。震災の影響でテレインが使えなくなっ

たり、日程も大幅に変わったりなどして大変だった。

立て看板は 20 枚ほど作製し、ビラも一枚ずつ色鉛筆

で色を付けるなどした。また部室以外にも教室やブー

スを利用し新入生が話を聞きやすいように心がけた。 

 

福島大学 

サークルオリエンテーションでは常に女子部員が待

機するようにし、女子がいることをアピールした。校

内に３つだけポストを設置し体験できるようにして

いた。 

 

以上のような感じです。特に北海道大学の twitter ア

カウントの利用(編注、本文中では割愛)は、新入生に

twitter が普及していれば効果がありそうですね。岩

手大・岩手県立大学は合同で新歓を行うことが多いよ

うですが、体験の企画力が強いようです。イレイザー

付きとか移動ポストつきとか、普通のでは物足りない

ようです。東北では毎回の体験会後の反省や新歓掲示

板による情報の共有、MG では冊子を作ったり部室ポ

ストを設置したりと、いろいろな工夫が見られまし

た。個人的に、福島大のキャンパスに 3 つポストを設

置し、説明を聞きに来た人にその場でオリエンテーリ

ングを体験してもらうというのが、説明も手っ取り早

く、すぐに身をもってオリエンとは何かということを

知ってもらうことができるため良いなと思いました。 

今後は新入生の定着が課題であると、すべての大学が

報告していました。新歓が終わったことで新入生に対

するフォローをやめてしまっては、今後オリエンから

離れてしまう新入生が出てきてしまうでしょう。これ

からが勝負だと思います。どの大学も今後も頑張って

いってほしいですね。 

 関東学連                     

幹事長 池田純也 

主な加盟校の新歓の様子 

東大 OLK 

東京大学新歓中新入生を待たせてしまう場面や、新入

生を一人にしてしまうことがあった。ガチでスポーツ

をやりたい子とかに、オリエンテーリングがスポーツ

だという印象を与えるのが最初は難しかった。今年も

同期同士仲が良い。一橋大学例年同様少人数しか固定

させることができなかったが、この現在固定している

メンバーを離すことなく、これからも頑張っていきた

い。今年はロングセレで一位になった経験者が入部し

た。実践女子大学多くの部員が加入したが OLK への

活動参加率は個人差があるので今後の夏合宿や夏場

所で山でのオリエンの楽しさをわかってもらえるよ

うにしたい。十文字学園大学参加率には差はあるもの

の、全体的に仲が良くいい雰囲気になっている。津田

塾大学地震の影響で新歓の開始時期は遅かったが、大

きな影響はなく練習などにも積極的に参加している。

お茶の水女子大学一年生の一人が非常に意欲的でロ

ングセレ新人女子で優勝した。最近はトレーニングに

顔を出したり、遠征にも参加するなど期待している。 

(新歓の工夫) 

・参加が自由であることを強調し、認知度を高めるこ

とに努めた。その結果兼部の人も増えた。 

・体力トレーニングを積極的に紹介した(体力のない

人へのケアも)。結果陸上部出身などの取り込みにも

成功している。 

(新歓担当者より) 

上級生が練習会のスケジュールをきちんと把握して

いないなど反省点も多かった。今回特に備品の分担を

うまくできず、E カードなどを紛失するなどといった

ハプニングもあった。資材や役割の割振についてはき

ちんと余裕を持って決めていくのが必要。 

今号のもくじ    新歓特集    １～３(上段) 
     今年度日本学連幹事・スタッフ紹介  １～３(下段) 
     日本学連ニュース    ４ 

2011 年度第１号 

2011.8.09 発行 

①きっかけは前齋藤幹事長から幹事長をやってみないかと誘われたことです。それまではまさか自
分が幹事長とは思ってもみませんでした。数ヶ月考えた末、関東以外から幹事長をやって欲しいと
いう前幹事長の意思と、2010 年度の頼れるメンバーが何名か残るということ、そして自分としても
学連の仕事が面白いと感じていたことから、引き受けさせていただきました。 
②周りの方々に頼ることが良くあります。まずは幹事長としての基本的な仕事をしっかりとこなせ
るよう、同じ失敗を繰り返さないよう、努力していく所存でございます。また、今年は東海学連から 3
名、合同で活動している名古屋大・椙山女学園大から幹事会に参加しており、加盟員数の減少に歯止
めをかけるべく、他大学への新歓を行いました。残念ながら新規加盟校獲得にはいたりませんでし
たが、新歓について学連全体で考え、来年度以降にノウハウを伝えていけたらと考えています。 
③4年生になり、時間は少なくなりましたが、やはりオリエンテーリングはおもしろいし、インカレは楽
しみです。ロングはセレ落ちしましたが、最後のインカレの舞台で輝けるようにがんばります。 
④上に少し出てきましたが、幹事会は年4回、総会は年2回行われ、学連に関する重要な事柄につい
て、幹事会で話し合い方針を定め、総会で加盟校全体から承認を得る、という場になっています。 
日本学連のホームページには議事録もあります。加盟員の皆さんに直接かかわる重要な事柄が話
し合われているので、ぜひ目を通して欲しいです。学連は幹事会だけのものではありません。議事
録を読んだらきっと、意見・疑問がわいてくるはずです。まずは渉外や学連幹事にいろいろ聞いたり
話したりしてみてください。 
さらに興味を持った方は、来年度の幹事をやってみませんか？来年度幹事は随時募集中です。 

鵜瀬 和秀 うせ かずひで 

幹事長 
学連の中で誰が何をしているか把握し、問題があれば協力し、活動

がスムーズに行くように先導する 

幹事会・総会の案内、メーリングリストの管理、インカレプログラム

のあいさつ文執筆…などなど 

 名古屋大学農学部 4年 

各地区学連幹事長は地区学連紹介 
 
①幹事になった理由 
②役職に対する意気込み 
③オリエンテーリングに対する意気込
み 
④フリースペース 

名前 

役職 

役職の説明 

大学・学部・学年 

今年度日本学連幹事・スタッフ自己紹介 

みなさん日本学連にはどんな人がいる

かご存知ですか？ 

日本学連は幹事長、副幹事長はじめ、

会計、広報、普及、事務、事業を担当

する役職があり、それと 5 つの地区学

連の幹事長を合わせて今年度は 12人で

幹事会を構成しています。 

さらに幹事以外にも会計を監査する 2

名と Web ページを管理する 1 名が日本

学連の仕事に携わっています。 

今回は 3 ページにわたり今年度の日本

学連幹事・スタッフを紹介します！ 
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新歓特集②/新幹事自己紹介② 
 

茨城大学 

今年は例年に比べまくビラの枚数を増やした。しかし

入部者のほとんどがビラを見なかったらしいのでま

だ課題は残る。 

 

東京工業大学 

昨年度担当者からの引継ぎができない状況、それに加

えて、今年女子を入部させないと女子が部内からいな

くなってしまうという状況だったが、多くの新入生と

女子を獲得することができ、今年度の新歓は成功であ

ったと言える。次回以降、よりスムーズに動くことが

できるように、これまで作られていなかった引継ぎ文

書を作成していく予定。 

 

東京農工大学 

前年度に比べると、入学前からオリエンを知っている

人が多かったように思える。前年度と違い、一人暮ら

しが多いためか、新入部員は皆すぐに仲良くなってい

た。新歓も無事終了したのでこれからは大会にむけて

トレーニングを頑張っていきたい。 

 

駿河台大学 

一年生同士が誘いあって入った。こういうことは大事 

だと思う。 

 

早大 OC（早稲田大学・日本女子大学） 

今年はイベントで BBQ やサッカーを行うなどレクの

要素を多くした。また早大にも女子が入ったのでトレ

ーニング内容も変更して女子の参加がしやすいよう

にし、参加率も高まった。 

 

相模女子大学 

まだ参加率は低いが他大の新入生とも仲良くしてい

る。今後も定着に向けて頑張りたい。 

 

横浜市立大学 

非常にやる気があり上級生も刺激を受けている。 

 

関東学連ではまだ新人の学連登録を行っていない学

校もあるために、全体の人数がどうなったか把握でき

ていないが、各大学の状況を聞く限りどこも例年並み

もしくは例年以上の成果が上がっているように思わ

れる。また人数が多いだけでなく高校からの経験者も

各大学に入っており、インカレロングのエリートにな

るくらいの実力を持つ人間が複数いるということで、

彼らを中心に競技レベルも上がっていくのではない

かと思う。 

 

 北信越学連                    

幹事長 石坂翼樹 

主な加盟校の新歓の様子 

金沢大学 

今年はあらかじめオリエンを競技として理解しても

らったうえで入部してもらおうというコンセプトで

ビラ作りや説明会を行ってきた。大学内での声かけも

積極的に行った。結果体力レベルも高くやる気に満ち

溢れた新入生が多い。 

 

新潟大学 

ビラは他の部活が配り終えた中、まだ決めかねている

人などをターゲットに 5 月末ごろまで配り続けた。ま

たマーカーや色鉛筆で色をつけたり、ビラも何種類も

作ったりなど目立つように工夫した。新歓については

キャンパスや公園での企画を中心に行った。部員同士

は和気あいあいとしていていい感じ。 

 

今年度の北信越学連の加盟員数は 78 名と昨年の 64

名を大きく上回り、各大学の新歓は好調であったと言

える。部員が増加すれば遠征や合宿の運営など今まで

よりも大変になることもあると思うが、各大学には工

夫を凝らして今まで以上に活発に活動してもらいた

い。今後は学連全体で競技の実力アップを図り、イン

カレへの影響力を高めていきたい。 

 

 東海学連                     

幹事長 大村拓磨 

主な加盟校の新歓の様子 

名古屋大学 

今年は 3 月から体験会を開催したり、初めて新歓合

宿を実施したりなどといった新しい試みをした。精

力的なビラ配りなどもあわせて認知度の向上につ

ながり、早期から新入生を取り込むことが出来た。

自主練にも積極的に参加するなどやる気に満ちて

いて有望。また今年は名工、南山等の他大への新歓

活動も行った。定着には至らなかったが数名の参加

があった。 

 

椙山女学園大学 

3 パターンのビラを用意して、「何回も違う種類の

ビラを見たので試しに来てみました！」と言う子も

いた。初めはあまり集まらなかったが、ビラ配りを

毎朝続けたり、個人アタックしたりなどで最終的に

はまずまず入部してくれた。やる気のある新入生が

多く大会や練習会に積極的に参加意思表明をして

くれている。 

 

静岡大学 

静岡と浜松の 2 つのキャンパスがあるがどちらも

去年より多く入り良かった。 

 

全体として、前年度に比べて大体同じくらいの新人

が入部してくれました。今年度は他大への新歓も試

みましたが定着しなかったのが心残りです。やる気

ある期待の新人が多いようです。上級生の我々もい

い刺激になっています。 

東海学連夏合宿ではたくさんの参加者を集めて東

海の親睦を深めたいと思っています。 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

①幹事長の鵜瀬先輩との会話で。 

 

②やるからにはやるますよー！なんたって、幹事

長があの、人望高き鵜瀬さんなので！賛助会員

様、絶賛募集中です。詳しくは WEBで！ 

 

③エクストリーム系女子目指してますヽ(*゜ω゜)ノ 

オリエンは、エクストリームにガツガツがんばりま

す＾＾速くなって驚かせます!! 

 

④最近の悩みは背です。弟が大好きです。なぜ

か、私と握手すると好きな人に告白するのが上手

くいくみたいです。気になる方は是非いらしてく

ださい！笑 

小島 優 こじま ゆう 

普及部長 
おもに賛助会員に 

関わること。 

椙山女学園大学 

教育学部 2年 

①学生オリエンテーリング界は現在 1000 人もい
ない狭い世界です。そのため特に金銭面などの
環境が整備されていない面も多く、今は OB の
方々の尽力で持っていますが数年後にはおそら
く崩壊してしまうでしょう。昨年も幹事をやらせて
頂いてそのことについて実感し（去年１年であま
り進展できなかったので）、今年も引き続き幹事を
やらせていただいて、持続可能なオリエンテーリ
ング業界を作れればと思っています。 
②今後学連として継続的に地図作成、渉外対応
などにあたることが出来るようになる制度作り
をしようと考えています。 
③４年にして始めてロングエリートに滑りこむこと
ができたので、個人的な目標としてはミドルも A
エリート目指して頑張っていきたいです。あとは
後輩の育成などに力を注げたらなあ、と思ってい
ます。 
 

宮崎 大地 みやざき だいち 

副幹事長 
JOA との連絡協議会 

地図作成、会計のこと 

東京工業大学 

生命理工学部４年 

①先輩に誘われて、多くの事を学べる場だと感じ

たから。 

 

②昨年から引き続きやっていますが、昨年・今年

は変革の時期なので今年中にで 

きることはやり遂げようと思います。 

 

③頑張ってもっと速くなります。 

 

④来年度事務局長やる人絶賛募集中です。 

石輪 健樹 いしわ たけしげ 

事務局長 
練習会大会届出書受理 

学連加盟登録の処理 

東京大学理学部 

地球惑星環境学科４年 

＊ロングの申し込み、ミドルリレーの開会式、そし
て後夜祭・講習会の主催といったインカレのこと 
①２年間、インカレを楽しみ特に後夜祭講習会で
は全国で知り合いがたくさん出来て、オリエンテ
ーリングが楽しいとさらに思うようになりました。
今度は自分が運営し、１年生にインカレを楽しんで
ほしい、そう思い事業部長をやろうと決心しまし
た。 
②後夜祭講習会を楽しんでもらえるよう、全力で
頑張ります！ 
③来年度は学業に専念する予定なので、オリエン
テーリングを一生懸命頑張れる最後の年だと思
っています。何が何でもエリートになり、インカレ
の舞台で活躍する。それが最大の目標です。 
④みなさん後夜祭に参加しましょう!!新入生は講
習会にも参加しましょう!!そして東北大大会にも
ぜひお越しください!!あとこのジャガイモは北海
道産です（笑） 

田村 直登 たむら なおと 

事業部長 
(＊下記参照) 

東北大学工学部 

建築社会環境工学科 3 年 
(鞍部同好会) 

①昨年一年間関西学連幹事長として幹事会にか

かわり、今年もさらに議論をしていきたいと思っ

たから 

 

②出だしから ML管理やらいぶきの発行の遅れや

らで雲行き怪しいですが仕事は早めにやってい

きたいです… 

 

③競技のことは忘れました w後輩たちにオリエン

の楽しさを伝えていきたいです。 

 

④今年の鵜瀬さんの活躍に乞うご期待(*・ω・)ノ 

山下 智弘 やました ともひろ 

広報部長 
幹事会、総会の書記 

「いぶき」の作成 

京都大学工学部 

工業化学科４年 

*日本学連のお財布係です。学生のみなさんの登

録料や、地図販売のお金等を管理しています。 

①前会計で大学の先輩である井戸さんの働きっ

ぷり見て、自分もお世話になっている日本学連に

少しでも貢献したいと思うようになったことがき

っかけです！ 

②精一杯学生のみなさんが楽しんでオリエンテ

ーリングできる環境作りに、少しでも貢献できる

ように頑張ります(＾◇＾) 
③インカレでは去年の自分を越えたいです！あ

とは楽しんでオリエンテーリングをしたいと思い

ます。 

④鞍部同好会では新会員を募集中です。気にな

った方は、気軽に会員までお問い合わせください

(●＾o＾●)♪ 

小柳 優紀 こやなぎ ゆき 

会計 
(＊下記参照) 

実践女子大学 

生活科学部生活環境学科３年 
(鞍部同好会) 
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 関西学連                     

幹事長 寺田啓介 

主な加盟校の新歓の様子 

京都大学 

新歓を 6 月中旬までと長期に渡って行うことで、サー

クルに入りそびれた人などを掬い上げることが出来

た。新歓では企画として、ナイトハイクや逃走中など

を開催した。平日に行うトレーニングなどにも特に男

子新人は積極的に参加している。 

一方雤天時の対応がうまく新人に伝わらないなどおざ

なりになってしまった面もある。 

 

京都女子大学 

京大とともに毎週新歓イベントを開催し、やはり長期

的に新歓を行ったので、他のサークルを回っていた人

などを呼び込むことができた。また、なるべく部室に

人がいるようにし、説明をできるようにしていた。京

大も含め旧人女子に対して新人女子が多かったのでう

まく対応しきれなかったり、一部の人に負担が集中し

てしまう面があった。参加率はまだ個人差があるので

今後は定着を図っていきたい。 

 

立命館大学 

説明会の回数を前年の倍近くにしたり、新人の引率を

徹底させるなどした。オリエンテーリングに興味を持

ちはじめ、積極的に参加してくれる人が多い。 

 

阪大 OLC(大阪・関西・兵庫県立・近畿・関学・神戸)  

特筆すべきこととして、今年は新たに兵庫県立、近畿、

関学から新歓に参加があった。 

4 月、5 月は基本的に土日に両方とも何らかの練習会

を開催したり他の団体が開く大会などに参加させても

らって新人がいつ参加してもいいようにしていた。旧

人が少なく満足な練習会が開催できていなかったので

今後は競技的な面も教えていきたい。 

 

奈良女子大学 

キャンパスや近隣の公園での体験会や花見など、学校

近くでイベントを開催したほか、社会人の方の協力で

多くの練習会に参加することができた。参加意欲も高

く他大とも仲がいいので今後は競技的なサポートをし

ていきたい。 

 

帝塚山大学 

ビラ配りや掲示をしたところ興味を持ってくれた子が

いた。ただ旧人が一人なので何をすればいいのかよく

わからなかった。他大の人と連携を取っていきたい。 

 

社会人との連携について 

バーベキューなどのイベントを開催していただきとて

も助かった(京都)今年度同様何回か練習会を開催して

もらえるとかなり助かる(大阪)活動の幅が広がるとと

もに、毎週新歓ができ、新人が参加しやすい状態を作

ることができた(奈良女子) 

 

 

以上簡単でしたが、各地区学連、学校ごと新歓の様

子を紹介しました。昨年に比べて大幅増、というわけ

ではなさそうですが部員数減少にも歯止めがかかり緩

やかに増加傾向にある最中、といったところでしょう

か。 

 さて部員数については右表にまとめたとおりです。

確実な値ではありませんがおおよその目安にしてくだ

さい。 

北東学連は震災の影響があったものの各校乗り越え

新歓の成功を収めたところが多いようです。関東学連

では東大OLKは新入部員だけで合計 80人超になって

います。そのほか茨城大学の増加も目立ちますね。数

年前まで部員数減の傾向があった北信越学連も割と安

定した数値ではないでしょうか。東海学連は名大が伸

ばしてきました。こちらも二年前まで部員数減の傾向

が激しかった関西学連は他大への拡大が成功したよう

です。また京都女子大学は消滅の危機を一気に脱しま

した。 

新歓の様子は各校様々。個人的には競技に徹した金

沢大学と手広く加入した OLK の対比が興味深かった

です。 

みなさんも他大の新歓の様子を参考にこれからの定

着、来年度の新歓へとつなげていきましょう！ 

 

各地区学連新歓報告全文は別紙をご覧ください  

各大学新入部員数速報値 
数値はほぼ６月末現在のもので概算 

回答があった大学のみ掲載 

カッコ内は前年比、(-)はデータなし 

男女別の回答がなかった大学は合計値のみ記載 

 男子 女子 

北海道大学 9 (-) 

岩手大学 15 (-) 

岩手県立大学 13 (-) 

東北大学 46 (-) 

宮城学院女子大学 -(-) 9 (-) 

福島大学 11 (-) 

東京大学 33 (-) 

一橋大学 4 (-) 

実践女子大学 -(-) 25 (-) 

十文字学園女子大学 -(-) 8 (-) 

津田塾大学 -(-) 7 (-) 

お茶の水女子大学 -(-) 2 (-) 

東京学芸大学 1 (-) 

大妻女子短期大学 -(-) 1 (-) 

茨城大学 10 (+7) 1 (±0) 

東京工業大学 10 (+1) 1 (+1) 

東京農工大学 14 (+1) 4 (-1) 

駿河台大学 3 (-) 0 (-) 

早稲田大学 11 (+2) 2 (+2) 

日本女子大学 -(-) 4 (-1) 

相模女子大学 -(-) 5 (-) 

横浜市立大学 4 (-) 1 (-) 

金沢大学 14 (+5) 2 (-2) 

新潟大学 15 (-5) 2 (-3) 

名古屋大学 21 (+5) 1 (+1) 

椙山女学園大学 -(-) 12 (-1) 

静岡大学 7 (-1) 0 (-) 

京都大学 12 (+2) 4 (+1) 

京都女子大学 -(-) 20 (+19) 

立命館大学 9 (-) 2 (-) 

大阪大学 8 (+1) 1 (+1) 

関西大学 2 (+1) 0 (±0) 

近畿大学 1 (+1) 0 (±0) 

関西学院大学 1 (+1) 0 (±0) 

兵庫県立大学 1 (+1) 0 (±0) 

神戸大学 1 (+1) 0 (±0) 

奈良女子大学 -(-) 8 (±0) 

帝塚山大学 3 (+3) 0 (-1) 

 

①憧れの先輩が学生オリエンテーリング界を裏
から支えているのを知り自分も是非…と思ったこ
と、苦手な HTML も仕事を通して得意になれるか
なってことで。 
②2 年目ということでもう少しいい仕事をしてい
けたらと思います。 
③参加することに意義がある。できる限りいろん
な大会には出て、成績のほうももう少しよくなり
たいです。 
④幹事長や各学連の幹事長、三役などのほうに
ついつい目がいってしまいそうですが、とりあえ
ず Web 管理っていう人がいるのだなっていうこ
とくらいは覚えてほしいものです。よかったら、ホ
ームページ見てみてくださいね。それと、この仕
事やりたいなっていう人は連絡してください。き
っといい仕事だと思いますよ。 

南家 弘章 なんけ ひろあき 

Web管理 
日本学連 HPの管理 

(議事録の更新など) 

 茨城大学工学部 

電気電子工学科４年 

①学連で、大学を超えて人とのつながりを作りた

かったから。 

 

②学連の議題について考え、積極的に参加して

いきたいです。 

 

③競技者として上を目指す。 

 

④会計監査は、非常に幹事としての立ち位置が

ふわふわしてる存在です・・・。しかし確実に必要な

ポストなので、役割をまっとうにこなしたいと思

います。 

沢田 慧 さわだ けい 

会計監査 
日本学連会計を 

監査する 

東北大学農学部 

海洋生物化学科 

①前年度幹事長様のご指名につき。 

 

②時期が来たらしっかり働こうと思います。 

 

③そろそろ結果出す。 

 

④最後の一年なので色々楽しんでいこうと思い

ます！全国の皆さんよろしくお願いします。 

 

 

古里 亮太 ふるさと りょうた 

会計監査 
まあ会計の監査 

・・・だと思います 

東京大学 

工学部４年 

①1 年のときに北信越学連副幹事長になり、成り
行きで幹事長になり今に至ります。 
②学連、幹事会の仕事をもっと皆さんに知っても
らいたいです。競技だけでなく裏方にも関心を持
つ人が増えれば、学連はさらによくなると思いま
す。微力ながらも北信越、日本学連のために頑張
ります。 
③自分も含め周囲の実力の底上げをしたいです。
インカレ入賞を狙うにはトレ不足ですね・・・。 
④武器屋始めました。オリエンで武器と言えばコ
ンパスですよね。silva:5JET、6JET 左在庫有りま
す。価格は 7000 円より、個数に応じてさらに値引
き可能です。予約してもらえれば大量販売も可能
です。金大の石坂まで連絡ください。 

石坂 翼樹  いしさか たすき 

北信越学連幹事長 

金沢大学理工学域 

物質化学類 3年 

北信越といいながら金沢と新潟の 2大学しか加盟

していません。一時は存続も危ぶまれましたが現

在は加盟員数急増中です。 

人数だけでなく実力でも勢力アップ狙ってます。

今後に乞うご期待！ 

①なりゆき 

 

②頑張る 

 

③一回一回のレースを大切にする。 

 

④脱臼しました。痛かったです。東大OLKのみなさ

ん、その節はお世話になりました。 

大村 拓磨  おおむら たくま 

東海学連幹事長 

名古屋大学 

工学部３年 

東海学連は名古屋大学、椙山女学園大学、静岡大

学の三大学からなる学連です。 

名大、椙大は場所が近いため普段合同で練習して

います。静大とは年に数回合同で練習、合宿をし

ています。 

①前日本学連幹事長の影響を受けてと書いてお

きます。 

②東北大を中心に勢いのある北東学連に負けな

いように関東学連も盛り上げていければいいな

と思っています。 

③リレーでは入賞。個人戦では鞍部同好会トップ

を狙います！特に関西学連幹事長には負けない

ようにしたいと思います。 

④今年の関東学連の渉外は勢いがあるので皆さ

ん期待しておいてください。 

池田 純也  いけだ じゅんや 

関東学連幹事長 

一橋大学 

経済学部３年 

１人のところから大きなところだと３０～４０人でサ

ークルを形成しているところもあります。各校代

表して「連盟員」が１・２人程度、それに加えて選挙

で選ばれる「幹事会」（幹事長などの６人）によっ

て関東学連は動いています。 

①学連の仕事とかに興味があったからです、多

分・・・ 

 

②締め切りはきっちり守りたいと思います！（初っ

端から原稿遅れてごめんなさい！！） 

 

③インカレで大暴れします（笑） 

 

④好きな地形は、『鞍部』です♪ 

寺田 啓介  てらだ けいすけ 

関西学連幹事長 

京都大学工学部 

建築学科 3年 

現在の加盟校は、京都大学・京都女子大学・大阪大

学・奈良女子大学・立命館大学の５校と、準加盟校

に帝塚山大学・関西大学の２校があります。今年の

新歓は順調でどの学校もたくさん入ってます！！ 

①学生オリエンテーリング界の実情を知り、その
中心で少しでも競技の普及や運営などに携わる
ことができたらいいと思い北東がくれん幹事長
になりました。 
②まだオリエンテーリング界の実情について分か
らないことばかりではありますが、色々勉強して
自分の意見を持って仕事をしていきたいです。ま
た、北東学連の規模を地区学連最大にするため
に、普及についても考えていきたいです笑 
③個人的な目標はインカレでロングもミドルもエ
リートで出たいです。どんどん伸びてる全国の同
期と同じ土俵に立ちたいですね。エリートになっ
たら枠をとる！ 
④それではよろしくお願いしますね。♪ 

平野 弘幸  ひらの ひろゆき 

北東学連幹事長 

東北大学 

教育学部 2年 

北東学連は加盟校が 6校と少ないながら、人数で

言えば全地区学連の中で 2 番目の規模の学連で

す。大学同士が遠いのであまり集まれる機会があ

りませんが、主に夏合宿で交流を深め、連携を図

っています。 



日本学連機関紙「いぶき」2011 年度第 1 号 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災によるインカレ欠場者に参加費返還へ 
先の東日本大震災の影響で 2010 年度インカレミド

ル＆リレーに参加できなかった加盟員に両大会の参

加費を返還することを幹事会で決定しました 

震災の甚大さを鑑みて、直接的な被害にあった加盟

員支援のための特例措置です。 

今年度日本学連合宿概要(案)発表 
日本学連技術委員会は先の幹事会において今年度日

本学連合宿の概要案を発表しました。今年度は三回

が予定され①9月2週(主にロング対策)②11月後半か

ら 12 月上旬③関東リレー前後となっています。変更

の可能性も大いにありますので、今後の連絡をお待

ち下さい。 

運営中トラブルの報告ガイドライン制定へ 
インカレ運営中の自動車事故により多大な損害が出

た問題で、今後インカレ等運営中の事故・トラブル

に際し、日本学連に報告する方法や期限等を定めた

ガイドラインを制定することになりました。トラブ

ルに迅速に対処し、また状況を把握しやすくするこ

とが狙いです。 

JOA競技者登録費と日学加盟費一本化？a 
日本オリエンテーリング協会(JOA)と日本学連の間

では情報交換や連携のために連絡協議会を年に数回

行っています。現在、日本学連の個人加盟費(3000 円

/年)と JOA の競技者登録費(地区により 500～1000

円/年)の一本化案についての話し合いが行われてい

ます。現時点では提案がなされたのみで課題も多く、

合意に至るかも不透明です。今後の情報にご期待く

ださい。 

京都大学で現金盗難相次ぐ 
京都大学で 5 月上旬から中旬にかけて窃盗と思われ

る現金紛失事件が相次ぎました。練習会中鍵をかけ

ていたにも関わらず部室から現金がなくなる、夜中

のうちに部室の窓ガラスが割られる、練習会中荷物

番がいたにもかかわらず現金がなくなるなど被害は

様々です。オリエンテーリング中貴重品の管理がお

ろそかになることが多いですが今一度管理体制を見

直しましょう。 

 

  インカレ配分規則を変更    
選手権クラスの枠返上制度を廃止へ 地区学連配分枠数決定を迅速化 

 

6 月 5 日(日)に埼玉県で行われた臨時総会において、インカレ配分規則の変更について承認し、変更を決定しました。 

あたらしい制度では、これまでインカレ選手権クラスへの出場の有無や加盟員の有無にかかわらず配分されていた「地区学

連枠」を、一定期日において加盟員がいない地区学連には配分しないこととし、その時点で配分されなかった枠については

規則に従い他の地区学連に配分とする新しい再配分制度になりました。 

これにより、これまでのインカレのエントリー完了後に再配分が告知されてインカレ直前に最終配分枠数が決定していた現

行の制度が改まり、選手権の枠配分決定時期が大幅に早まることになります。これにより運営者の負担減、選手権出場者の

準備期間の確保につながります。 

一方、枠返上制度は廃止となり加盟員がいながら選手権クラスへの出場を辞退、またはインカレへのエントリーがなかった

場合でも枠返上・再配分については行われなくなり、この分は欠員となります。 

新しい制度は今年度のインカレロングから対象となります。 

 現行制度 

前年度インカレ終了後、実績枠を配分規則に基づき算出、地区学連枠と合

わせ配分数を決定し公表 

 

インカレエントリー締め切り後、枠を使い切らなかった地区学連が生じた

場合、枠を返上し他の地区学連に再配分(最終決定) 

 

 

枠を使い切らず、併設クラスに出場する者がいたり、インカレに参加しな

いものがいたりする場合も枠返上と再配分の対象 

新制度 

前年度インカレ終了後、実績枠を配分規則に基づき算出、地区学連枠と合

わせ配分数を決定(暫定配分数) 

 

暫定配分数がインカレロングは 6 月 30 日、インカレミドルは 12 月 31 日

時点の加盟員数(男女別)を超える場合、超過分は当該地区学連に配分せず、

他の学連に再配分(最終決定) 

 

枠返上制度は廃止、加盟員数が十分いる場合に枠を使い切らなかった場合

その分は欠員に 

  O-map「日光和泉」120万円で購入    
地図値下げ、日光地区テレイン管理統一へ 

 

日本学連は 6 月 5 日(日)に埼玉県で行われた臨時総会において、O-map「日光和泉」

の版権を栃木県協会から 120 万円で購入することを決定しました。 

「日光和泉」は栃木県日光地区の多くのテレインの中 

でも 2007 年度インカレロング、2010 年度インカレ 

ロング再競技など多くのイベントのほか、練習会・ 

合宿等で利用されており、地図の売り上げに関して 

は日本のテレインでも有数のものです。これまで実 

質ジェネシスマッピング社(当時、現ヤマカワオーエ 

ンタープライズ社、以下 YMOE 社)の管理に置かれ 

ていたものを日本学連が購入することで、日光地区 

テレイン管理の統一および将来的な渉外方法の引き 

継ぎを図るとともに、地図代の引き下げ、将来的な 

収入源の確保、YMOE 社山川氏への購入代金によ 

る財政支援等をもくろんだものです。 

購入価格はここ数年の地図の年間売上、必要経費を 

基に、土地が使用できなくなるリスク等も考慮した 

うえで約 5～6 年かけて償却が可能となるような金 

額に設定されました。 

日本学連による管理は即日開始され、すでに新しい販売方法での使用が可能になって

います。 

「日光和泉」変更点 

これまで 

・栃木県協会所有 

(ジェネシスマッピング(当時)管理) 

・1 枚 600 円(学生) 

(一人一日二枚目以降は 200 円) 

 

これから 

・日本学連管理 

日光地区テレインを日本学連管理

に統一、申し込み手続きがわかり

やすく 

・1 枚 350 円(社会人学生問わず) 

(複数枚割引は廃止) 

こちらも一部を除く他の日光テレ

インと価格を統一 

今回掲載記事は一部を除き以下の会議の内容の抜粋です 

2011 年度第一回総会(2011 年 6 月 5 日埼玉県) 

2011 年度第一回幹事会(2011 年 6 月 4 日埼玉県) 

記事詳細は日本学連のウェブページからこれら会議の議事録をご覧ください 

次回総会は 

インカレロング前日！ 

(全日本リレーの日) 

学生大会とリレー大会 2Days 

インカレロング・全日本リレー 

2011 年 11 月 5 日(土)6 日(日) 

長野県松本市 

 日本学連後援大会 

岩手大・岩手県立大学大会 

2011 年 10 月 16 日(日) 

岩手県岩手町 

 

告
知 

(編集後記) 

みなさん、はじめまして今年一年間日本学連で広報業

務を担当いたします、山下です。「いぶき」の発行、大

変遅い時期となってしまい申し訳ございませんでし

た、今回新歓特集ということでたくさんの情報の提供

をお願いしました。残念ながら全てを掲載することは

できませんでしたが、みなさんご協力ありがとうござ

いました。次回はもう少しスムーズに発行できるよう

に頑張っていきます。一年間よろしくお願いします！ 

お問い合わせ 

◇ご意見、ご感想、お問い合わせはこちらへ！  

 shizuoka_chakkiri@yahoo.co.jp 

登録に身に覚えがない場合、配信停止を希望させる

場合は受信したアドレスを明記の上ご連絡くださ

い。また宛先を変更する場合は現在のアドレスと新

しい受信希望アドレスをお知らせください。 

日本学生オリエンテーリング連盟機関誌《いぶき》

2011 年度第 1 号 

発行責任者/鵜瀬 和秀  

編集責任者/山下 智弘  

http://www.orienteering.com/~uofj/ 

 

次回発行は 10 月下旬～11 月上旬の予定です 


