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日本学連 ＪＯＡ加盟 
日本学連では、ＪＯＡ（日本オリエンテーリング協会）と

の間で、２０１１（平成２３）年から連絡協議会を開催して

おり、日本学連のＪＯＡの加盟に向けて議論してきました。 

昨年度には、ＪＯＡ競技者登録や都道府県協会への所属の

在り方などといった、加盟時の条件面での折り合いが付き、

今年３月の第６０回日本学連総会で承認されました。 

そしてＪＯＡ側でも、５月２４日のＪＯＡ理事会で日本学

連のＪＯＡ加盟が正式に承認され、６月のＪＯＡ総会に日本

学連の河合会長が初めて出席しました。 

 

 
 握手をする山西・ＪＯＡ会長(左)と 

山本・第２９代日本学連幹事長（右） 

（第６０回日本学連総会・３月１０日） 

 

 

 

中九四学連が復活 
かつて地区学連の一つに、中国・四国・九州地方を統括す

る（以下、中九四学連）が存在していましたが、加盟校の廃

部により、しばらく活動実態がありませんでした。 

しかし、今年度、オリエンテーリング経験者の入学をきっ

かけに、広島大学にオリエンテーリング部が復活しました。

そのため、中九四学連も復活することとなりました。これに

伴い、インカレでの選手権の部での地区配分に、中九四学連

の枠も復活します。  

タイトル  

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

 

特集 －日本学連 ＪＯＡ加盟・中九四学連 復活－  

 この春、日本学連にとって大きな出来事が２つありました。それは、日本学連のＪＯＡ加盟と中九四学連の復

活です。ＪＯＡ加盟は何年にもわたる努力の末に実現した結果でした。また、中九四学連の復活によって、関西

以西での学生オリエンテーリングの歴史が再び刻まれていくことになりました。 
 

日本学連のＪＯＡ加盟で変わること 

・日本学連への加盟でＪＯＡへ競技者登録される 
 これまでは、日本学連加盟費とＪＯＡ競技者登録の登

録費が別々にかかりましたが、今後は日本学連加盟費のみ

で自動的にＪＯＡ競技者登録がなされます。 

なお、この仕組みでは、日本学連からＪＯＡや各都道府

県のオリエンテーリング協会に加盟員の個人情報（住所・

生年月日など）が送られることになるため、日本学連では、

「個人情報保護理念」を４月１日から施行しました。 

・日本学連の代表者がＪＯＡ理事に 

 日本学連はこれまで、ＪＯＡ理事会へ幹事長がオブザー

バー参加してきました。そして、日本学連の加盟に伴って、

ＪＯＡ理事選出規定が改訂され、ＪＯＡ理事として、日本

学連の代表者（幹事長）がＪＯＡ理事会に参加・発言する

ことができるようになりました。 

・一時登録料不要でＪＯＡ公認大会へ参加できる 

 日本学連の加盟と同時にＪＯＡ競技者登録が行われる

ため、これまでＪＯＡ競技者登録をしてこなかった加盟員

にとっては、ＪＯＡ公認大会へ出場する際の時登録料の負

担の必要がなくなりました。 
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役職：名前（ふりがな） 
①所属大学、学部（学群・学域）、学連登録年数②幹事・

幹事長になった理由③役職に対する意気込み④オリエ

ンテーリングに対する意気込み⑤フリースペース 

（※注：発行が予定より遅くなったため、発行日時点で

は東大大会・留年大会はすでに終了しました。） 

幹事長：宇井 賢（うい まさる） 
①京都大学・工４ ②去年の幹事長のもっさんから無言の圧力

を受けて。笑 (もちろん嫌々というわけではありません)  

③スプリントのことや地図規約のことや JOA のこと(あと会

計のことも。。。)などいろいろやることは山積みですが、未来

に向けた方向付けができるよう尽力していきたいと思います。

④今年こそはロングもミドルも枠を取りたいです。研究室と

両立しながら悔いのないようにがんばります。 ⑤幹事長とい

う肩書きを最大限に利用して全国の皆さんに名前を覚えてい

ただこうと思います。今年１年間よろしくお願いします。 

 

副幹事長：佐藤 大樹（さとう だいき） 
①東京工業大学・理４ ②関東学連の幹事長は幹事長か副幹事

長につくことになっているからですね。 ③幹事長のサポート

ももちろんですが、積極的に議論に加わっていきたいと思い

ます。 ④一度もエリートを走ったことがないので、一度はエ

リートをはしりたいですね。 ⑤７月ごろに留年大会がありま

す。皆さん参加をお待ちしています！（※注） 

 

事務局長：新粥 文哉（しんがい ふみや） 
①千葉大学・法経３ ②前年度事務局長からお誘いいただいた

ため。 ③今年はＪＯＡ加盟初年度ということでいろいろ変わ

る面もありますが、加盟員の皆さまにご心配をおかけするこ

とがないよう頑張っていきたいと思います。 ④これまで以上

に頑張りたいと思います。 ⑤よろしくお願いします。 

 

事業部長：平野 大輔（ひらの だいすけ） 
①名古屋大学・農４ ②今年度のインカレミドル・リレーが愛

知開催ということで、東海学連の者が(引き続き)事業部長を

務めた方が、仕事が捗ると思ったので留任しました。 ③昨年

度の反省やみなさんからのアンケートを活かしてよりよい活

動をしていきます。 ④昨年度インカレリレー2位の悔しさを

今年のリレーで晴らします。 ⑤Twitter、facebook やってま

す。 

 

広報部長：高橋 秀明（たかはし ひであき） 
①金沢大学・理工学域３ ②去年 1年間の経験を活かして、さ

らに日本学連を発展させたいと思ったからです。 ③新しい試

みにどんどん挑戦していきたいと思います。そして、加盟員

の皆さまにホットな情報を提供していきたいと思います。 

④満足のいくレースができるように、まず精神を鍛えたいと

ころです。（スタミナもつけないといけないのですが…）  

⑤今年度も引き続きお世話になります。よろしくお願いしま

す。 

 

普及部長：杉村 俊輔（すぎむら しゅんすけ） 
①東北大学・理４ ②当時東北大学 4年だった田村直登さんに

勧められて。何かしら学連に貢献できたらいいなと思ってい

たので。 ③幹事になって２年目になります。皆さんにご迷惑

をお掛けしないように頑張ります。 ④インカレは全て勝つつ

もりでいます。 ⑤今年のテーマは「威厳」です。 

 

渉外部長：橋場 良太（はしば りょうた） 
①東北大学・法３ ②前任の平野さん（元東北大）の熱いオフ

ァーを受けて。 ③皆さんが矢板・所野の良テレインでオリエ

ンテーリングを行うことができるよう、ミスなく確実に渉外

の仕事をしていきます。 ④後輩に負けないように頑張ります。

⑤高橋さん原稿遅れて本当に申し訳ありませんでした。 

 

会計：大久保 宗典（おおくぼ むねのり） 
①東京大学・文３ ②前任者の山田さん(早稲田 4)に頼まれた

&もっさん(前日本学連幹事長)に説得されたから。 ③会計に

関しては昨年度から何かと幹事会とかの話題になっているの

で、少しでも状況を改善できればと思っています。 ④エリー

トできちんとした結果を残したいです。あとは怪我をせずに

過ごすことです。 ⑤第 36回東大 OLK大会にぜひご参加くだ

さい!お待ちしております!(これがいぶきに掲載される頃に

はエントリー締め切ってるけど) 1年間よろしくお願いしま

す。（※注） 

 

会計監査：野本 圭介（のもと けいすけ） 
①筑波大学・理工学群４ ②昨年浮上した問題が解決していな

いことと、引継ぎの都合上留任が望ましいため ③どんなと

きも元気に楽しく！がんばります。 ④怪我も治ったし、オリ

エンテーリングとの倦怠期も明けたので、ぼちぼち頑張って

いきます。ぬるくないか？いまの自分！ ⑤どんなときも雷の

ように素早く！走れるようになって、どんな試練も最後まで

やり抜く！人間になれるように頑張ります。 

 

会計監査：五味 あずさ（ごみ あずさ） 
①金沢大学・人間社会学域３ ②前会計監査の方からお話を頂

いたため。 ③ご迷惑をおかけしないようにできることを頑張

ります。 ④北信越の星になれるよう頑張ります。 ⑤学連に

ついても競技についてもわからないことが多くありますが、

少しずつ分かっていこうと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

 

北東学連幹事長：大川 拓哉（おおかわ たくや） 
①東北大学・薬２ ②地区学連の運営に携わってみたかったか

ら。 ③２年生だから…と言われることのないよう頑張ります。 

④エリート走りたい。 ⑤よろしくお願いします。 

 

関東学連幹事長：村瀬 貴紀（むらせ たかき） 
①筑波大学・生命環境学群３ ②９月ごろに昨年度幹事長だっ

た佐藤さんといた現在４年生の先輩から電話で依頼がきまし

た。私としてはもっとオリエンテーリングに関わっていきた

いと思い依頼を引き受けました。 ③「こいつなら大丈夫」と

思われるようにきっちり役職をこなしたいです。 ④1年生の

時はミドルセレを通過したのですが昨年度はミドルもロング

もセレ不通過でした。今年はミドルでもロングでも通過した

いです。 ⑤名前を覚えるのが苦手で何回も聞くことがあるか

もしれませんがよろしくお願いします。 

 

北信越学連幹事長：久須美 裕（くすみ ひろし） 
①新潟大学・理３ ②北信越学連は金沢大学と新潟大学が交互

に幹事長を担当しており今年度は新潟大学の番で、それなら

やってみようということでなりました。 ③各大学に迷惑の掛

からないように自分の仕事をしっかりとやるようにしたいで

今年度日本学連幹事・各地区幹事長紹介 
もう 7 月ですが、今年度の日本学連幹事と各地区学連幹事長の自己紹介です。日本学連幹事会では、このメンバーと理事

の方々（社会人）との間でさまざまな議論がされ、それぞれの活動が進んでいます。（回答はアンケートの原文のまま) 



日本学連広報紙「いぶき」２０１４年第１号 

3 

 

す。 ④単純に体力、練習不足なのですが、一回でもいいから

レースを普通の時間で走り切りたいです。昨年度に出た大会

のほとんどの順位が下から数えたほうが早かったので。 ⑤一

応数学科ですが残念ながら正体は数学科(笑)です。オリエン

と関係ないですが、最初に「めいだい」と聞いたときに明治

大学のことかと思いました。未熟者ですが一年間よろしくお

願いします。 

 

東海学連幹事長：今井 祐太（いまい ゆうた） 
①名古屋大学・理３ ②成り行きです。 ③精一杯頑張ります

のでよろしくお願いします。 ④まだまだ力不足なので大会、

練習に励みます。 

 

関西学連幹事長：糸井川 壮大（いといがわ あきひろ） 

①京都大学・理３ ②今年度日学幹事長にして昨年度関西学連

幹事長の宇井さんに指名してもらったのもありますが、昨年

副幹事長として学連を見てきて最近活発になっている関西学

連の力になりたいと思ったから。 ③活発になってきた関西学

連をさらに盛り上げていけるよう頑張りたいと思っています。 

④昨年度よりも成長できるようにトレーニングを積んでいき

たいと思っています。 ⑤一年間よろしくお願いします！ 

 

 

 

 

 

世界大学選手権（ＷＵＯＣ）出場選手が決定 
 世界大学オリエンテーリング選手権（ＷＵＯＣ）が８月１２日～１７日に開催されます。その選考会が４月に開催され、

出場選手が以下の方々に決定しました。(敬称略) 

【男子】尾崎弘和（早稲田大学４年・推薦）、真保陽一（東京大学卒・選考会ミドル１位）、高橋祐貴（新潟大学卒・選考会

ミドル３位）、戸上直哉（東京工業大学３年・選考会ミドル４位）、細川知希（名古屋大学卒・選考会ミドル２位）、松下睦生

（京都大学４年・推薦） 【女子】砂田莉紗（横浜市立大学３年・推薦）、高橋美誉（岩手大学卒・推薦）、宮川早穂（立教

大学３年・選考会ミドル１位、インカレミドル優勝）、守屋舞香（椙山女学園大学３年・選考会ミドル２位）、柳川梓（筑波

大学卒・考会ミドル４位）、渡邉彩子（早稲田大学４年・選考会ミドル３位）  

★大会ホームページ： http://wuoc2014.cz/（外部サイト） 

インカレスプリント 今年度は試行大会開催へ 
「インカレスプリント」は、昨年９月にその構想が持ち上がって以降、実験大会という形で今年３月にインカレミドル＆

リレーのモデルイベントと同時開催され、開催の是非や開催する場合の大会の在り方などについて議論されてきました。当

初、６月の臨時総会での議決を経て、今年のインカレロングと合わせて開催される方向で議論が進んでいました。しかし、

今年度第１回幹事会で、議論がまだ深まっていないうえ、規約などの環境の整備が間に合わないとして、その方向が転換さ

れ、今年度は試行大会という形で開催し、正式大会は来年度以降の開催を目指すこととなりました。 

現在、日本学連事業部から、インカレスプリントについて各加盟校からの意見を募集している最中であり、これを集約し

て、さらに議論していく予定となっています。 

なお、インカレスプリント試行大会は、インカレロング前日に決勝一本方式で、トリムパークかなづ（モデルイベントと

同会場）で開催されます。 

地図規約 さらに議論へ 
「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）は今年３月の日本学連総会で成立し

た規約ですが、地図指定管理業者との契約の在り方について

は、施行後の状況を見て、今年度議論していくこととなって

います。 

現在、地図規約適用第１号となる、筑波大学大会の手続き

を通して、経費の算出方法など事業の透明性について議論が

されている状況です。 

加盟に関する規則 改正を検討へ 
 日本学連の加盟については、「加盟に関する規則」で細かく

定められており、第２条には、加盟できる資格として大学生

などであることとされています。ただ、大学２年次から競技

を始める人も多いことから、学連加盟４年以内の大学院生を

加盟の対象に加えてもよいのでは、という意見があり、これ

から議論していくこととなりました。 

なお、もし規則の改正となった場合、早ければ来年度から

新規則が適用されることとなります。 

インカレミドル 開催方式変更を議論へ 
インカレミドルはかつて予選・決勝方式で開催されてきま

したが、２００９年度から現在のエリートを２つに分ける方

式となりました。しかし、この方式である必要があるのか議

論の余地があるとして、現在、幹事会で議論されています。 

ただいま、技術委員会では、加盟校の意見を集めるため、

アンケートフォームを作成し、加盟員からの意見を募集して

います。 

日本学連理事が改選 
今年度、日本学連の理事が改選され、以下の方々が退任・

新任されました。なお、改選については、６月の日本学連臨

時総会で承認されました。（敬称略） 

【退任】山口 尚宏（筑波大卒）、小林 知彦（名古屋大卒） 

【新任】海老 成直（中央大卒）、高橋 元気、田村 直登（以

上、東北大卒） 

この記事は、一部を除き、以下からの抜粋です。詳しい内容は、こちらを参照してください。（日本学連 HPに掲載） 

・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 

・２０１４年度第１回日本学連幹事会議事録 http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=849 

・２０１４年度日本学連臨時総会議事録 http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=840 

ここでは、日本学連幹事会や総会などで決定されたことや、日本学連に関

する動きをまとめています。 

日本学連では、理事や幹事長・各部局長・各地区学連幹事長などが集まる

「幹事会」と、加盟校・準加盟校の渉外が集まる「総会」によって、さまざ

まな議題が議論されています。また、これに沿って、各部局や各地区学連が

活動しています。 

 

日本学連の動き 

２０１４年４月～７月 

http://wuoc2014.cz/
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=809
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=849
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=840
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インカレロング ひとくちメモ 【答】 
①れいほく（福井県北部の呼び名） ②みくに（旧町名・現 坂井市） ③あわらおんせん（インカレロング会場のすぐそこ！） 

④かなづ（旧町名・現 あわら市） ⑤たけふ（旧市名・現 越前市） ⑥はなんどう（福井市） ⑦かいほつ（福井市）     

⑧ほそろぎ（あわら市） ⑨いぶりはし（石川県加賀市） ⑩だいしょうじ（石川県加賀市） ⑪つるが（③⑤～⑪は駅名、

④⑪はインターチェンジ名になっています） 

 

 

 

  

 

 

 

これから開催予定の日本学連後援大会 
●「いぶき」発行日（２０１４年７月２２日）以降に開催される大会について、開催日の早い順に、２０１４年７月２１日現在の情報で掲載して

います。 

●詳しくは各大会の公式サイトや大会要項・プログラムなどをご確認ください。 

●大会参加申し込みの締め切りは各自ご確認ください。 

●参考：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) 

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） 

●主催：東北大学学友会オリエンテーリング部 

●共催：宮城学院女子大学オリエンテーリング部 

渡辺幸（山形大学) 

●開催地：仙台市宮城野区岩切、 

宮城郡利府町神谷沢・菅谷 周辺 

●使用地図：「岩切」 

●会場：利府町立菅谷台小学校体育館（宮城県宮城郡利府町） 

●競技形態：ロングディスタンス競技 

●事前申し込み締め切り：８月１０日（日） 

●公式 HP： 

http://www.olc.org.tohoku.ac.jp/taikaiHP/37th.olc.org.tohoku.ac

.jp/index.html 

第８回名大椙大オリエンテーリング大会 
●開催日：９月２０日（土）・２１日（日） 

●主催：名古屋大学オリエンテーリング部 

椙山女学園大学オリエンテーリング部 

●競技地区：菅沼 守義（愛知県新城市作手） 

●使用地図：「菅沼・守義」 

●会場：旧新城市立菅守小学校 

（作手農村集落多目的共同利用施設） 

●競技形式 ポイントオリエンテーリングによる  

1日目：ロングディスタンス競技 

2日目： リレー競技（１チーム３名） 

ミドルディスタンス競技またはロングディスタンス競技 

●事前申し込み締め切り：８月１５日（金） 

●公式 HP：http://meisugi-taikai-8th.wix.com/meisugi-taikai 

第８回岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング大会 
●開催日：１０月２６日（日） 

●主催：岩手大学・岩手県立大学オリエンテーリング部 

●開催地：岩手県北上市立花・稲瀬町地区 

●会場：北上市立立花小学校 

●競技形式：ポイントオリエンテーリング（ミドルディスタンス競技） 

●事前申し込み締め切り：１０月５日（日） 

●公式 HP：http://ganken08.warabuki.net/ 

第１９回京都大学京都女子大学オリエンテーリング大会 
●開催日：１１月１６日（日） 

●主催：京都大学オリエンテーリングクラブ（京大 OLC） 

京都女子大学オリエンテーリングクラブ（京女 OLC） 

●開催場所：グリム冒険の森及びその周辺の山林 

（滋賀県日野町） 

●競技形式：ロングディスタンス競技 

●公式 HP：http://kuolc.dip.jp/kucomp19/bulletin.html 

【編集後記】 

はじめまして。「いぶき」編集担当の、今年度日本学連広報部長の高橋で

す。昨年度に引き続き、よろしくお願いします。 

今年度第 1号をようやく発行することができました。今年度は日本学連発

足 30 周年です。日本学連のＪＯＡ加盟やインカレスプリント試行大会とい

った、将来に向けての大事業がいくつもあります。さらに、競技面では、世

界大学選手権が開催される年です。そんな濃い１年となるであろう、今年も

学連に関する出来事について、この場で取り上げていこうと思っています。 

次回の「いぶき」では、新歓特集を行う予定です。お楽しみに。 

日本学生オリエンテーリング連盟広報紙 

《いぶき》２０１４年度第１号 
２０１４年７月２２日 発行 

 

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 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） 

日本学連ホームページ 

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

日本学連 Twitter（@tw_uofj） 
日本学連ホームページ・Twitter 
日本学連ホームページでは、日本学連幹事会・

総会の議事録や広報紙「いぶき」をはじめ、日本

学連の規約を掲載しています。技術委員会や各地

区学連のページでは、学連合宿やセレクションな

どのお知らせが発表されます。 

一方、日本学連 Twitter では、日本学連ホーム

ページの更新情報や、その他のお知らせをつぶや

いています。 

 日本学連ホームページ・Twitterをよろしくお

願いします。 
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