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【タイムスケジュール】 

（※時刻はプログラム記載のものです） 
8:30～12:00 モデルイベント 

14:20～14:50 ミドル選手権 A スタート 時刻 抽選 

15:00～15:30 開会式 

15:50～16:10 テクニカルミーィング 

16:10～17:00 シード選手紹介

  

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 

 

インカレミドル・リレー総集編 
３月７日（土）～８日（日）にインカレミドル・リレーが愛知県・作手高原で開催されました。2005 年に世界選手権が開

かれたこの地で、今回も数々のドラマが生まれました。そんな２日間の熱戦を振り返ってみたいと思います。 

 

モデルイベント・インカレ開会式 3 月６日（金） 

① 

③ 

④ 

② 

①ポスターでのシード選手紹介 ②会場内にスキーＯを紹

介するブースが登場 ③開会式会場内の様子 ④開会式に先

立って行われた「選手権Ａスタート抽選」 
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8:00 開場 

9:30 選手権 B・一般の部 スタート開始 

選手権 A スタート待機所開場 

11:00 選手権 A スタート開始 

11:29 一般の部 スタート閉鎖 

12:30 選手権 B スタート閉鎖 

12:59 一般の部 フィニッシュ閉鎖 

13:05 選手権 A スタート閉鎖 

14:00 表彰式 

   リレーオーダー用紙提出 

14:45 選手権 A ゴール閉鎖 

  

インカレミドル ３月７日（土） 

② ③ 

① 

開会式であいさつする日本学連の宇井・2014年度幹事長 

④ ⑤ 

シード選手紹介（東大ＯＬＫ） 
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①選手権Ｂ・一般の部スタート前の会場内 ②優勝カップと小澤・実行委員長 ③インカレ優勝旗 ④選手権Ｂ・一般の部出

場者が続々ゴール ⑤選手権Ａスタートに合わせて応援（金沢大）⑥選手権Ａ出場選手のスペクテーターズ区間通過を待つ

参加者 ⑦ゴールする選手と出迎える人々 ⑧⑨優勝決定と同時に選手を胴上げ（京都大・松下選手、お茶の水女子大・稲毛

選手） ⑩⑪選手権Ａ表彰の様子 ⑫ＭＵＦクラス表彰の様子 ⑬表彰式終了後は記念撮影などで盛り上がった会場 

⑥ 

⑦ 

⑧ ⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

⑬ 
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8:00 開場 

8:40～8:50 選手権の部 地図置き場確認 

9:00～9:15 デモンストレーション 

9:30 ME 競技開始 

9:40 WE 競技開始 

9:50 MUR 競技開始 

10:00 WUR/XUR/MUS/WUS 競技開始 

12:50 選手権の部リスタート 

13:00 一般の部リスタート 

13:20～14:00 オフィシャルレース 

14:00～15:00 表彰式 

15:00～15:30 閉会式 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

インカレリレー ３月８日（日） 

③ ② 

④ ⑤ 

⑦ ⑥ 

① 
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これから開催予定の日本学連後援大会 
●「いぶき」発行日（２０１５年４月２７日）以降に開催される大会について、開催日の早い順に、２０１５年４月２７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。 

●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回東大ＯＬＫ大会 
●開催日：６月７日（日） 

●主催：東京大学オリエンテーグクラブ 

●競技地区：茨城県笠間市笠間 

●会場：茨城県笠間芸術の森公園 

●競技形式： 個人によるポイントオリエンテーリング 

（ロングディスタンス競技） 

●事前申し込み締め切り：４月３０日(木) 締切間近 

●公式HP： http://comp.olk.jp/37/ 

☆前日大会開催（６月６日（土）・北山公園（茨城県笠間市・予定）） 

第２９回インターハイ 
●開催日：９月１９日(土)～２１日(月・祝） 

●主催： 

第 29回全日本高等学校・中学校オリエンテーリング選手権大会 

実行委員会 

●開催地：長野県駒ケ根市 

●使用地図：駒ヶ根高原 

●公式HP： http://ih2015.nomaki.jp/ 

①デモンストレーションを見つめる人々 ②スタート前に円陣を組む（名古屋大・椙山女学園大） ③選手権出場者へエール

（新潟大） ④男子選手権スタート前の様子 ⑤男子選手権スタートを見守る人々 ⑥⑦スペクテーターズ区間通過を見守る

人々ゴールする選手と出迎える人々 ⑧⑨選手権優勝した東京大学・椙山女学園大学 ⑩⑪アベック入賞した早稲田大学・金

沢大学 ⑫山川杯を受賞した金沢大学 ⑬インカレ旗がインカレスプリント 2015の齋藤・実行委員長に引き継がれる 

⑪ ⑩ 

⑫ ⑬ 

⑧ ⑨ 

http://www.orienteering.com/index-j.htm
http://comp.olk.jp/37/
http://ih2015.nomaki.jp/
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インカレミドル 選手権 B の廃止が決定 
 ３月９日に開催された第６２回日本学連総会では、すでに示されていた「Ｂエリートを廃止した上で、ミドルエリートの

人数は男子６０人、女子３０人」とする幹事会案について、審議・採決されました。その結果、加盟校の賛成多数により、

選手権Ｂの廃止が決定されました。これによって、来年度以降、インカレミドルの選手権は一本化され、その出走者数は、

男子６０人・女子３０人となります。 

なお、総会に先立ち開催された第４回幹事会では、選手権Ｂを廃止する一方で、一般の部ではＡクラスに参加者が殺到す

ることについて意見が交わされ、「現状では、Ａクラスの難易度が下がっているため、Ｂクラスへの参加者を増やす」方針が

示されました。これについては、来年度以降も議論を行い、目安として基準を示した上で、来年度のインカレミドルにエン

トリーすることになります。 

加盟登録の対象 専攻科学生を新たに追加 大学院生は認めず 
加盟登録の対象については、「大学院生を認めるべきかどうか」という議論をきっかけとして、どの程度認められるべきか、

各加盟校へのアンケートなどを実施してきました。その結果、新たに高専（高等専門学校）などに設けられている専攻科に

在籍している、大学３・４年相当の学生については、新たに加盟登録を認めることとなりました。一方、聴講生・研究生に

ついては加盟登録を認めないこととなりました。そして、大学院生についても、加盟校の過半数が「認めない」こととした

ため、加盟登録を認めないこととなりました。 

ＪＯＡ関連の事務が事務局へ移行 
日本学連は 2014年度に新たに日本オリエンテーリング協会（ＪＯＡ）に加盟しました。2014年度については、JOAが行っ

ていましたが、2015 年度以降は日本学連事務局がその業務を担当することとなりました。今後、日本学連加盟員の JOA に関

する問い合わせなどは日本学連事務局にお寄せください。 

ＷＵＳＯＣ２０１６の詳細と日本代表選考方法が発表される 
 ４月２０日、2016 年に開催されるスキーオリエンテーリング第１回世界学生選手権（ＷＵＳＯＣ２０１６）の選手選考の

詳細が日本学連ホームページで発表されました。 

【大会情報】出典：http://wusoc2016.ru/download/1st_Ski_Orienteering_Championship.pdf 

◆期間：2016年２月１１日-１６日◆場所：ロシア・トゥーラ（Tula Russia） 

◆種目：スプリント（各国 男子４名+女子４名）、ミドル（各国 男子４名+女子４名）、ミックスリレー（各国男女１名 x ２

チーム）※最大登録選手数 男子６名+女子６名 

【選考情報】◆資格（次のいずれか・2016 年１月１日時点）：①日本学連の加盟員 ②大学院生で(公社)日本オリエンテーリ

ング協会に競技者登録している者 ③前年(2015 年)に大学または大学院を卒業した人で(公社)日本オリエンテーリング協会

に競技者登録している者 ④これら以外の者の中で、2016年１月１日現在１７歳以上２８歳未満。◆日本選手団決定者：日本

学生オリエンテーリング連盟スキーオリエンテーリング委員会◆日本選手団選考者：ＷＵＳＯＣ２０１６日本代表選手選考

委員会（日本学生オリエンテーリング連盟スキーオリエンテーリング委員会が指定する者で構成） 

 ☆詳細は日本学連ホームページをご覧ください。http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=941 

２０１５年日本学連幹事が決定 
 第６２回総会に先立ち、以下の幹事候補者が選出され、承認されました。（広報部長・渉外部長は総会欠席のため、次回

総会で承認を求めることとなりました。）また、各地区学連では、地区学連幹事長が選出されています。2015年度の日本学連

幹事会では、以下の顔ぶれで日本学連をめぐるさまざまな議論がなされます。（敬称略） 

【日本学連幹事長】◆幹事長：五味 あずさ(金沢大４）◆副幹事長：村瀬 貴紀（筑波大４）◆会計：大久保 宗典(東京大４)

◆事業部長：築地 孝和(神戸大３）◆広報部長：田中 悠(慶応義塾大３）◆事務局長：新粥 文哉(千葉大４)◆普及部長：細 

正隆(東北大３）◆渉外部長：橋場 良太(東北大４)、会計監査：田中 基成(筑波大３）・田口 茂樹（岩手大３） 

【各地区学連幹事長】◆北東：藤田 麻矢（岩手大学３）◆北信越：田中 求(金沢大３)◆関東：小泉 知貴(慶応義塾大３)◆

東海：石山 良太(名古屋大３)◆関西：松浦 知佑(大阪大３) 

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、こちらをご参照ください。（日本学連 HPに掲載） 

・２０１４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=909 
・第６２回日本学連総会 議事録  http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=923 

【編集後記】 

2014年度は日本学連が発足３０周年を迎えた年度でした。ＪＯＡ加盟、

中九四学連の復活、加盟員の増加など、さまざまな出来事がありました。

また、インカレスプリント、インカレミドル、加盟登録の問題などでは、

白熱した議論が繰り広げられました。2015年度はいよいよインカレスプリ

ントが開催されます。今年も多くの新入部員を迎えるために、まずは新歓

を頑張りたいところです。 

最後になりましたが、これまで「いぶき」を読んでくださり、また編集

に多大なご協力をくださいまして、本当にありがとうございました。加盟

員、その他関係者の皆様のご協力の甲斐あって、2014年度は６号も発行す

ることが出来ました。これからも「いぶき」をよろしくお願いします。 

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６号 
２０１５年４月２７日 発行 

◆編集責任者：高橋 秀明 

（2014年度広報部長・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。  uofj.koho★gmail.com ★→＠（広報部アドレス） 

日本学連の動き ２０１５年２月～４月 

http://wusoc2016.ru/download/1st_Ski_Orienteering_Championship.pdf
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=941
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=909
http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=5&itemid=923
http://www.orienteering.com/~uofj/
https://twitter.com/tw_uofj

