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インカレロング 出走前の応援のようす 

（昨年１０月・静岡県富士宮市） 

★学連の１年間の活動 

【４月】 

☆新歓期 

 

【５月】 

●１２日（日）：関西学連定例戦 ●２６日（日）：関

東学連新歓フェア・オリエンテーリング大会 

 

【６月】 

●８日（土）：第１回幹事会 ●９日（日）：第３５回

東大ＯＬＫ大会（日本学連後援、北東・北信越セレ） 

●１６日：関西学連ロングセレ（第１回関西インカレ） 

●２３日（日）：関東学連ロングセレ ●３０日（日）

東海インカレ（北信越・東海合同ロングセレ） 

 

【７月】 

●１３日（土）～１４日（日）：北信越学連交流会 

 

【８月】 

●１７日（日）～２０日（火）：北東学連夏合宿（北東

インカレ同時開催） ●２４日（土）～２６日（月）：

北信越学連合宿 ●３１日（日）：いぶき第２号発行 

●３１日（日）～９月１日（日）:東海学連合宿 

 

【９月】 

●１日（日）：第３４回早大ＯＣ大会（日本学連後援） 

●７日（土）・８日（日）：第１８回京大京女大会（日

本学連後援） ●８日（日）：第７回岩県大会（日本学

連後援） ●１４日（土）：第２回幹事会 ●１５日

（日）：第３６回東北大学大会（日本学連後援）  

●２１日（土）～２３日（月・祝）：第１回学連合宿  

●２４日（日）：いぶき第２号発行 ●２８日（土）・

２９日（日）：北海道大学大会 ●２９日（日）：新潟

大学大会 

 

 

【１０月】 

●５日（土）・６日（日）：第７回名大椙大大会  

●６日（日）：いぶき第３号発行 ●１２日（土）：第

５９回日本学連総会  

●１３日（日）：インカレロング ●２７日（日）：北

東学連ミドルセレ、関西学連定例戦 

 

【１１月】 

●１７日（日）：千葉大・東工大大会（日本学連共催） 

●２３日（土）・２４日（日）：第２回学連合宿  

●２４日（日）：関西学連ミドルセレ 

 

【１２月】 

●８日（日）：関東・北信越合同ミドルセレ ●２１日

（土）～２３日（月・祝）：東海学連冬合宿（ミドルセ

レ同時開催） 

 

【１月】 

●１８日（土）：第３回幹事会 

 
 

日本学連ホームページ：http://www.orienteering.com/~uofj/ 

 

特集 –日本学連の 1年- 
 ２０１３年度も日本学連では様々な活動をしてきました。また、各地区学連・各加盟校では、部員増加

やインカレ入賞など、多くの出来事があったことでしょう。 

そんな日本学連・各地区学連のこの１年の主な活動を振り返っていきたいと思います。 

（内容は日本学連議事録「各部局活動報告」「各地区学連活動報告」などを基に作成） 
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【２月】 

●８日（土）・９日（日）：第３回学連合宿（大雪のた

め中止） ●９日（日）：関東リレー ●１６日（日）:

ウエスタンカップリレー 

 

【３月】 

●７日(金)：インカレスプリント実験大会・春インカ

レ開会式 ●８日(土)：インカレミドル ●９日

(日)：インカレリレー、後夜祭 ●１０日(月)：第６

０回日本学連総会 ●１０日（月）・１１日（火）：講

習会 ●３０日（日）：第３０回金沢大学大会（日本学

連後援） 

★日本学連各部局・１年間の活動 

会計：会計中間報告、予算案作成 

事業：幹事会取りまとめ、春インカレ開会式運営関連

準備、後夜祭・講習会準備 

広報：日本学連メーリス登録、いぶき発行、幹事会・

総会議事録発行、日本学連ホームページ更新、Twitter

開設・更新 

事務局：加盟登録受付、賛助会員受付、後援申請、地

図販売・各種申請受付 

普及：賛助会員募集、春インカレ観戦ガイド作成 

渉外：日光所野・矢板テレインへの渉外活動

 

 

 

 

 

お知らせ 
 日本学連幹事会・総会で決定されたことや、日本学連に関係した動きについてお知らせします。 
 

日本学連のＪＯＡ加盟申請が正式決定 
日本学連では、これまでＪＯＡへの加盟に向けて、議論してきました。そして、第６０回総会で、その確認を

し、採決をした結果、日本学連のＪＯＡへの加盟申請が正式に決定されました。 

これに合わせて、ＪＯＡの正会員として、きちんとした形で個人情報を管理するため、「日本学生オリエンテー

リング連盟個人情報保護理念」が承認されました。 

なお、山西 哲郎・ＪＯＡ会長が、この総会であいさつされました。 

☆「個人情報保護理念」（日本学連ホームページ内）： 

  http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=804 

 

インカレスプリント 今秋の正式開催へ議論進む 
 オリエンテーリングの一種目であるスプリントは、町の中で行われる競技ですが、近年、世界的に重要視され

てきています。それに対応すべく、日本学連では、幹事会や総会の場で、インカレスプリントの開催について議

論してきました。その議論の一環として、インカレスプリント実験大会が３月７日（金）に開催されましたが、

この度、第６０回総会において、６月に開催される日本学連臨時総会で正式な議決が出た場合、１０月のインカ

レロングの前日に、正式なインカレとして、「インカレスプリント」が開催されることが確認されました。 

 

２０１４年度から加盟金が引き下げられる 

個人や加盟校、準加盟校が日本学連に登録する際、それぞれから加盟金が徴収されています。２０１３年度の

加盟金（個人）は、３０００円でした。今年度、学連会計が大きく黒字となっているなどを受け、この加盟金を

２０００円へ引き下げることが、第６０回総会で決定されました。ただ、３年前に学連会計がひっ迫したことに

よる加盟金の引き上げがあったため、再びそのような事態になった場合は、加盟金引き上げがあり得るという条

件が付けられました。 

インカレスプリント実験大会 

（３月７日・栃木県矢板市） 

インカレリレー 男子選手権出走前 

（３月９日・栃木県矢板市） 

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=804


日本学連広報紙「いぶき」2013年第 4号 

3 

 

 

 

 

日本学連 Twitter が開設される 
 日本学連では、３月より Twitter（@tw_uofj）をはじめました。学連合宿

の開催やホームページの更新など、日本学連についてのさまざまな情報を

発信していきます。 

 

インカレロング２０１４ 要項１が発表される 
３月３０日（日）付で、「２０１４年度日本学生オリエンテーリング選手

権大会（ロング・ディスタンス競技部門）」（以下、インカレロング２０１

４）要項１が発表されました。インカレロング２０１４は、１０月１１日

（土）・１２日（日）に福井県あわら市で開催されます。１１日にはモデル

イベント・スプリント競技、１２日にはロング・ディスタンス部門が開催

されます。なお、１１日のスプリント競技については、日本学連総会での議決があった場合、「第１回インカレ

スプリント」として開催されることになっています。 

 

地図規約と地図管理に関する新規則が成立 
 第６０回総会で、「日本学生オリエンテーリング連盟の地図の運用に関する規約」（以下、地図規約）と「日本

学生オリエンテーリング連盟におけるテレインと地図の利用に関する規則」（以下、新規約）がそれぞれ制定さ

れました。 

 地図規約は、クラブが大学大会の開催を希望し、地図製作をプロマッパーに依頼する際、その地図製作費用を、

クラブに代わって日本学連が負担する場合の手続きを定めたものです。このような形での大会開催例は、２０１

３年度では、早大ＯＣ大会や千葉大・東工大大会が挙げられますが、多額の地図作成費用がかかるため、日本学

連の規定により、総会での承認が必要でした。しかし、この規約の制定により、幹事会の承認で費用負担が可能

になり、大会が開催しやすくなりました。この形での大会開催は、今のところ栃木県内のみですが、学連が認め

れば、それ以外の地域での開催も可能です。そして、この規約の適用大会第１号として、来年１月に筑波大学大

会が開催される予定です。（すでに幹事会での承認済み） 

 新規則は、成立した地図規約と内容が重複していた、「テレインと地図の管理に関する規則」（以下、旧規約）

に代わって制定されたものです。その主な内容は、旧規約を一部引き継いだものです。 

 なお、この２つは２０１４年４月１日より施行されました。 

 

＜関連リンク＞ 

上記の詳細については、こちらをご参照ください。 

●第５９回日本学連総会議事録 http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=772 

●２０１３年度第３回日本学連幹事会議事録 

 http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=794 

●２０１３年度第４回日本学連幹事会議事録 

 http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=809 

●第６０回日本学連総会議事録 http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=811 

２０１４年度日本学連賛助会員募集 

日本学連では、２０１４年度の日本学連賛助会員の募集を開始いたします。

郵送や電子メール、日本学連後援大会での受付で申し込みができます。 

詳しくは日本学連ホームページをご覧ください。 

「２０１４年度賛助会員募集について」（日本学連ホームページ内） 

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=4&itemid=724 

【賛助会員の特典】 

 日本学連広報誌「いぶき」の配信 

 日本学連行事および後援事業での優遇措置 

 該当年度のインカレマップの配布 

 

 

日本学連 Twitter（@tw_uofj） 

https://twitter.com/tw_uofj 

 

日本学連ホームページの 

このバーナーをクリック！ 

https://twitter.com/tw_uofj
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=772
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=794
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=809
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=811
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=4&itemid=724
https://twitter.com/tw_uofj
https://twitter.com/tw_uofj
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これから開催予定の日本学連後援・共催大会 

●「いぶき」発行日（２０１４年４月７日（月））以降に開催される大会について、開催予定日の早い順に、２０

１４年４月６日現在で発表されている情報を抜粋して掲載しています。 

●詳しくは各大会の公式サイトや大会要項などをご確認ください。 

☆参照：日本学連幹事会議事録、各大会公式サイト・大会要項、

Orienteering.com(http://www.orienteering.com/index-j.htm) 
  

【日本学連後援】 

第３６回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 
●開催日：６月１日（日） 

●主催：東京大学オリエンテーリングクラブ 

●開催地：群馬県渋川市 

●会場：赤城自然園第２駐車場 

●公式 HP： http://comp.olk.jp/36/ 

【日本学連後援】 

第３７回東北大学オリエンテーリング大会 
●開催日：９月７日（日） 

●開催地：宮城県仙台市・利府町 

  

【編集後記】 

春インカレが終わり、各地では、この春、卒業生を送り出した一方で、す

でに新歓が始まっていることでしょう。 

日本学連の活動に関わってくださった皆さんのおかげで、２０１３年度

は、ＪＯＡ加盟などといった、新たな歴史を作っていくことができたと思い

ます。 

１年間ありがとうございました。そして、２０１４年度も、日本学連をど

うぞよろしくよろしくお願いします。 

なお、発行日の時点で、すでに２０１４年度に入っていますが、２０１３

年度のまとめが主な内容だったため、「２０１３年度第４号」という形で発

行しました。 

日本学生オリエンテーリング連盟広報紙 

《いぶき》第２９巻（2013 年度）第４号 

 

編集責任者：高橋 秀明（広報部長・金沢大） 

 

日本学連ホームページ http://www.orienteering.com/~uofj/  日本学連公式 Twitter @tw_uofj 

ご意見・ご要望などは、こちらまでお寄せください。 carrycshtearly★gmail.com ★→＠（広報部長アドレス） 

 
第６０回総会で、２０１４年度日本学連幹事・会計監査が承認されました。また、各地区学連

幹事長も、すでに選出されています。（敬称略） 

 

●２０１４年度日本学連幹事・会計監査 

（所属大学・学連登録年数（２０１４年度）・旧役職など） 

 幹事長：宇井 賢(京都大４・関西学連幹事長） 

 副幹事長：佐藤 大樹(東京工業大４・関東学連幹事長） 

 会計：大久保 宗典(東京大３・東京大渉外) 

 事業部長：平野 大輔(名古屋大４・留任） 

 広報部長：高橋 秀明(金沢大３・留任） 

 事務局長：新粥 文哉(千葉大３・千葉大渉外) 

 普及部長：杉村 俊輔(東北大４・留任） 

 渉外部長：橋場 良太(東北大３) 

 会計監査：野本 圭介(筑波大４・留任)、五味あずさ（金沢大３・金沢大渉外） 

 

●２０１４年度各地区学連幹事長 

（所属大学・学連登録年数（２０１４年度）・旧役職など） 

 北東学連：大川 拓哉（東北大２） 

 北信越学連：久須美 裕(新潟大３・北信越学連副幹事長) 

 関東学連：村瀬 貴紀(筑波大３・筑波大渉外) 

 東海学連：今井 祐太(名古屋大３・東海学連副幹事長) 

 関西学連：糸井川 壮大(京都大３・関西学連副幹事長) 

 

１年間よろしくお願いします。 

http://www.orienteering.com/index-j.htm
http://comp.olk.jp/36/
http://www.orienteering.com/~uofj/
https://twitter.com/tw_uofj

