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－はじめに－ 
みなさんこんにちは。日本学連広報部です。日本学連の機関紙「いぶき」の第 1号が無事に発行出来ました。 

初めて見る新入生の方も多いのかもしれません。オリエンテーリングを楽しんでいますでしょうか？ 

本誌を読んで、日本学連ってなにするところ？いぶきってなに？という声があるのを想像できます。これから

もより多くの方へ読んでいただきたいので、軽く説明をしておこうと思います。 

 

 

日本学連 

日本学生オリエンテーリング連盟(the inter-University Orienteering Federation in Japan：UOFJ)は、 

よりよい学生オリエンテーリング界を築こうと、大学生と卒業生によって運営されている組織です。本連盟の

活動のうちでも、日本学生選手権大会（インカレ）の主催が学生にとっては身近でしょうか。本年は世界大学

選手権大会（ユニバ）への選手派遣もありましたが、これも本連盟によって成り立っています。約 50の学校か

らなる 1200人の加盟員の活動を支え、10を越えるテレインの管理や、日本オリエンテーリング協会（JOA）

をはじめとするオリエンテーリング団体との協力など、見えないところ？でたくさんの活動を行っています。 

 

 

機関紙「いぶき」 

日本学連広報部が年に 3~7回程度発行する広報誌です。いぶきのバックナンバーはこちらにあります

（http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=7&itemid=88）。冊子の配布やメールマガジンを経て、

現在はホームページでの PDFファイル公開という形に定着しています。日本学連は幹事会や総会と呼ばれる会

議を頻繁に行っているので、広報部がその議事録を発行しているのですが、とても長いので本誌に内容の一部

をまとめたりしています。今後は大学の紹介、選手の紹介、大会の紹介など、学生オリエンテーリング界につ

いて求められている情報を発信していきたいと思います！ 

  

日本学生オリエンテーリング連盟 

広報誌 

2016年度 第 32巻第１号 2016年 8月 2日発行 
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－新歓とその後の活動－ 
今年の春も各地の大学で新歓が行われ、新しい部員を多く迎えました。この特集では 3つ大学の新歓について紹

介していきたいと思います。 

 

 

  

掲載例 大学名 

 
①新歓の様子（新歓活動の内容、心がけたこと、新入生の
反応など） 
 
②最近の様子（新入部員を迎えたあとの部・サークルの雰
囲気、活動の様子、他大学との交流の様子など） 
 
各大学へ上記の 2 項目についてアンケートをとり、その
回答をまとめてみました。（回答があった学校のみ掲載・
回答はほぼアンケートの原文のまま） 
 
回答いただいた大学渉外の皆様ありがとうございました。 

大阪大学 

 
①去年の新歓では競技面を推した結果、より熱心な部員が
入ったかわりに、競技人口の下支えとなるエンジョイ勢を
多数取りこぼしたのではないかという意見があった。なの
で今年は印象の異なる２種類のビラ(スポーティなものと
ほんわかしたもの)を使い分けた。SNS では例年活用して
いる Twitter に加え、LINE@も導入した。メールアドレス
を断られれば LINE@を提案し、それもダメなら Twitter と
しつこく食い下がった。体験会では毎週末キャンパスや近
隣のパークで読み歩き、ミニレース、リレー、企画 Oなど
を行い、競技としての魅力を伝えるよう心がけた。それに
加えて平日にも有志でキャンパス O を企画した。今年は女
子の新入部員を多く獲得できたが、それには現役女子部員
との交流など、旧人女子が積極的に新歓に関わることが不
可欠だ。また奈良女や神大との合同新歓、関西学連全体で
の新歓を通しての新入生どうしの交流がオリエンに参加
する動機づけになっていたと思う。新歓期終盤には関西学
連定例戦やウェルカムリレーなどの大会にも参加し、雰囲
気を感じてもらうことができた。ウェルカムリレーでは昨
年よりも難しくなったコースで新入生が帰ってこられる
か心配したが、ゴール後地図を見せ合ってレースの振り返
りをしているのを見るととても頼もしい気持ちになった。 
 
②今年の新入生は早い時期からお互いの家を行き来した
り、また部室では先輩との会話も多く、去年よりも平均し
てコミュ力が高い。練習への意識も高く、上回生も刺激を
受けている。今年から新歓を阪大から分離独立して行った
神戸大学の新入生とは仲が良く、かつ競い合っているよう
で今後が楽しみだ。 

東北大学 

 
①東北大の新歓はビラ配りや立て看板設置、体験会の開催
が主な内容です。4,5 月のほぼ毎週末、計 10 回以上の体
験会やイベントを通してできるだけ多くの 1 年生にオリ
エンテーリングの魅力を伝えています。今年は女子会など
の新たな試みもありました。 
 
②今年は新たに 30 名の仲間を迎え、部員総勢 100 名を超
えました。やる気の高い新人が多く、まだまだ現ロスした
りとんでもないミスをやらかすものの、上手くなろうと積
極的に取り組んでいる印象です。後輩ができたことで上級
生、特に 2 年生は意識が大きく変わったのではないでしょ
うか。こうした 1,2 年生の積極性が部に新たな活気を作
り、活動に盛り上がりをみせています。 

 

奈良女子大学 

 
①放課後に茶話会を行い、写真や実際に使うコンパスや地
図を見せながら、活動の説明をしました。また、実際に体
験してもらうために、キャンパスと奈良公園で体験会を行
いました。たくさんの新人さんが参加してくれ、楽しんで
もらえました。新人さん同士が仲良くなれるように、企画
の内容や班分けなどを工夫しました。さらに、SNS も積極
的に利用して、活動内容や新歓情報の提供にも力をいれま
した。 
 
②今年度も、二年生の懸命の新歓活動により、奈良女子大
学オリエンテーリングクラブは新入生約 15 人を迎えるこ
とが出来ました。大会、練習会や毎週のミーティングなど
もより活気にあふれ、各々楽しそうに活動しています。先
日六月二十六日に奈良県の馬見丘陵公園で開催された練
習会内のリレーでは、学年、大学を超えてチームを組み、
それぞれ楽しそうに交流している様子でした。 
今年の奈良女子大学オリエンテーリングクラブの目標の
ひとつとして、各部員の交流をさらに深めようというもの
があり、そのための取り組みの一つとして、新たに月一で
のレクリエーションの計画をはじめました。五月は奈良女
子大学の近くにある若草山でのハイキング、六月は大学周
辺のコンビニをまわる「コンビニラン」を企画、実施する
ことが出来ました。どちらの企画もいろんな学年が参加
し、大変盛り上がりました。また、六月にはスプリントセ
レ対策として、奈良女学内での朝練も開催されました。一
限開始前の比較的早い時間にも関わらず多くの部員が参
加し、有意義な練習をすることが出来ました。 
七月は新入生歓迎会を予定しており、現時点でたくさんの
新人が参加を希望してくれています。毎年この新人会では
学年を問わず盛り上がり、一年生が部に溶け込むための大
切な行事の一つとなっています。 
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－今年度日本学連幹事紹介－ 
今年度の日本学連幹事の自己紹介です。日本学連幹事は、日本学連を運営する役員の学生と地区学連幹事長から

構成されています。この他に理事会や会長、加盟校の代表（渉外）を含めた組織が総会になります。 

 

  掲載例： 役職  氏名（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を始めた理由 
⑤オリエンテーリングに対する愛 
⑥大会宣伝等フリースペース 

渉外部長  堀江 優貴（ほりえ ゆうき） 

 
①東北大法学部 3年 
②前任の橋場さんに口説かれました。 
③矢板、日光テレインで皆さんが気持ち良くオリエンテー
リングができるよう頑張ります。 
④新歓で体験してビビッときたから 
⑤オリエンテーリングは二郎と同じくらい大好きです。 
⑥8/28(日)東北大大会是非ご参加ください！ 

幹事長  小泉 知貴（こいずみ ともき） 

 
①慶應義塾大学法学部法律学科 4年 
②前年度幹事長からの推薦により 
③一人でも多くの人がオリエンテーリングを楽しむこと
ができるような環境作りに励みたいと思います。 
④姉がオリエンテーリングをやっていたので、新歓で遊び
に行ってみたら思いのほか楽しかったため。 
⑤もはや私の人生を語る上でオリエンテーリングは欠か
せない存在となりました。オリエンテーリングから多くの
ことを学び、そして成長する機会をもらうことができたと
思っております。少しでもその恩返しができるように、幹
事長としても、一競技者としてもがんばっていきたいで
す。 
⑥今年度は 10 回練習会を開きます。だれでも参加できる
ので気軽に参加してください、格安です。 
人の名前を覚えるのはあまり得意な方ではありませんが、
一人でも多くの加盟員の方とお話がしたいので、是非見か
けたら話しかけてほしいです。前年度幹事長に比べて未熟
な点が多々あると思いますが、一年間何卒よろしくお願い
致します。 

広報部長  坂野 翔哉（ばんの しょうや） 

 
①東京理科大学工学部電気工学科 3 年 
②関東学連で広報した続きで？前任の田中悠さんから 
③日本学連の活動をわかりやすく広報していきたいです 
④中学の頃に半ば騙されながらも先輩が面白い人だった 
⑤オリエンテーリングに関する全てが好きですね 
⑥早大 OC 大会とか理科大大会とか、もし開催した際には
ぜひご参加ください！あ、インターハイもぜひ！ 

副幹事長  石山 良太（いしやま りょうた） 

 
①名古屋大学工学部 4 年 
②前年度副幹事長の村瀬さんの勧誘により 
③裏方に徹します 
④ほどよく走りたかったため 
⑤遠征大好き 
⑥インカレはぜひ行きましょう 

会計  成澤 春菜（なりさわ はるな） 

 
①フェリス女学院大学 3年 
②直属の上司と前任の大久保さんから。 
③ひたすら慎重に務めていきたいと思います。 
④バスケのマネージャーとかはやりたくなかった。 
⑤もう交通費が掛かるところだって好きです。 
⑥KOLC 大会が名教自然で行われます！年明け 1/7！ 

事業部長  築地 孝和（ちくち のりやす） 

 
①神戸大学理学部物理学科 4 年 
②名大 OBの前事業部長平野さんに誘われたため。 
③昨年よりさらによいインカレミドル開会式・後夜祭・講
習会を目指します。 
④同じ学部学科の同期に誘われて。 
⑤オリエンテーリング関連であれば、目がないです！楽し
い！ 
⑥神大 OLK大会が開ければ、ぜひお越しください! 

事務局長  吉澤 佳奈（よしざわ かな） 

 
①日本女子大学日本文学科 3 年 
②前日本学連事務局長の新粥さんからお話をいただいた
ため。 
③事務局長、頑張ります。 
④サークルに入ろうか迷っていたときに、先輩に人生相談
に乗っていただいたため。いいサークルだなあと思って入
部を決めたところ、オリエンテーリングクラブでした。そ
して山で走るのが楽しかったので。 
⑤山で走るのが楽しいという理由で始めたので、ぶつかる
壁も多いですが、やっぱり楽しいので続けられています。
これからも好きでいたいので真摯に向き合っていきたい
と思います。 
 
⑥は特になしなので、空欄でよろしくお願いします。 普及部長  細 正隆（ほそ まさたか） 

 
①東北大学工学部 4年 
②前任の杉村さんに口説かれました。 
③減少傾向にある賛助会員を増やすこと、見て楽しいイン
カレ観戦ガイドの作成を目標としています。 
④「陸上部にも勝てる」という宣伝文句で… 
⑤楽しすぎて学業に少し響いてるかも？？ 
⑥8月 27 日（土）の松島フォトロゲは参加義務有 
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関東学連  瀬川 出（せがわ いずる） 

 
①東京大学工学部 3年 
②関東学連前幹事長及びまいち先輩に指名された 
③各校渉外の親身になれるように頑張ります 
④地図も自然も好きだったから 
⑤昨年度レース総時間田中翔大選手に次ぐ OLK 内 2 位(71
レース 52時間 43分) 
⑥今年度はちゃんと堀江(渉外部長)に勝ち越します 
 

北東学連  渥美 駿（あつみ しゅん） 

 
①福島大学 行政政策学類 3 年 
②福島大学がどういう訳か幹事長に割当たった。 
気づいたら自分が幹事長になっていた。 
③なったからには全力で職務を全うします。 
④友達に誘われて、先輩の甘い文句に騙されたから。 
⑤iPhone を捨てた時に助けられました。一生オリエンテ
ーリングします。 
⑥今年も 11 月下旬に福島県二本松市は鏡ヶ池にて「二本
松大会」が盛大に開催されます！！！！！(予定) 
毎年大好評の二本松 OLC のみなさんによる美味しい美味
しい料理がゴールしたあなたを待っています！！！ 
ぜひぜひみなさんふるってご参加ください！！！ 

東海学連  横田 智也（よこた ともや） 

 
①名古屋大学工学部 3 年 
②近年の流れにのったため 
③学連がよりよいものとなるよう頑張ります 
④目新しくて面白そうだったから 
⑤週末に山に入ることが学生生活の数少ない心の癒しで
す 
⑥9/3,9/4 に名椙大会を開催します！ 
ぜひご参加下さい！ 

会計監査  田口 茂樹（たぐち しげき） 

 
①岩手大学工学部 4年 
②前日本学連幹事長の五味さんから会計監査を岩手でや
ってみないかとお話をいただいたため 
③昨年度以上にがんばります 
④過去問をくれると言われたのと、お金がかからないと騙
され…説明されたため 
⑤内容や結果がボロボロになって辞めたくなっても翌日
にはテレインに入りたくなる程度には好き 
⑥今年の岩手はアツい！ 
第 4 回の福島県以来、21 年ぶりに東北地方での開催とな
る第 25 回全日本リレー(11/6)をよろしくお願いします 
国体デモスポも 

会計監査  田中 基成（たなか もとなり） 

 
①筑波大学生命環境学群地球学類 4 年 
②前任の会計監査であり大学の先輩である野本氏に勧誘
されたため。 
③公正明朗な会計を目指します。 
④学類の先輩が部に多かったため。 
⑤学連幹事、大学クラブ、県協会、地域クラブに席を置い
ていますが、そのどこから見たオリエンテーリングも大好
きです。競技、大会運営、組織運営 etc... 
⑥遂に自力の調査を経て完全復活を遂げる第 36 回筑波大
大会は、来年 1/29 に茨城県にて開催予定！ 

北信越学連  高田 和樹（たかだ かずき） 

 
①新潟大学理学部物理学科 3 年 
②前北信越幹事長からの圧力 
③もっとしっかりメールを確認する。 
④オリエンテーリングを始めた理由 菅野柊斗という高
校の部活の先輩がいたから。 
⑤まだ友達未満なので愛は芽生えてない。 
⑥たまには新潟大学大会にも遊びに来てください。 
 

関西学連  中村 哲（なかむら てつ） 

 
①京都大学/理学部/学連登録 3年目 
②前年度関西学連副幹事長からの継続による。 
③関西学連の幹事長として、関西圏における学生オリエン
テーリングの活発化に力を入れていきたい。 
④"高校などでは体験できない"かつ"自然を感じられるア
ウトドア系"を探していた結果、オリエンテーリングに流
れ着いた。 
⑤普通にしてたら見れない景色を見たり、自分の思うよう
に山を走れるは最高に楽しいです。 
⑥10/23 第 21回京大京女大会(公認取得予定)に是非参加
してください！過去にはインカレも開催された"あいの土
山"を拡大リメイク！森は白く、地形は複雑な素晴らしい
テレインです。また、22日の前日大会(伏見フォトロゲイ
ニング)もよろしくお願いします！ 

中九四学連  下江 裕貴（しもえ ゆうき） 

 
①広島大学文学部考古学専攻 3年 
②地区学連内で一番オリエン歴が長いから。 
③この役職３年目でマンネリ化が進んでおりますが、今年
でラストのはず(!?)なので最後の１年間、精一杯頑張りま
す！ 
④両親共にオリエンティアだったので物心ついた頃には
既に始めてました。その頃の記憶はありません(汗) 
⑤土偶を愛でるくらいにオリエンテーリングも愛でてい
ます。 
⑥中九四地区学連も少しずつですが加盟員が増えて形に
なりつつありますので、これからも応援よろしくお願いし
ます。 
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－日本学連の動き－ 
日本学連は、理事や幹事・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」を行い、さまざまな議論を行っています。ここでは、2016 年 4 月から 8 月の、日本学連幹事会や総会で決

定されたことや、日本学連に関する動きをまとめます。詳細は議事録でご確認ください。 

 

事務局の移転 

日本学連の事務局が東京都文京区から栃木県塩谷郡塩谷町へ移転します。現在、郵送物の宛先に私書箱を検討し

ているため、書類等を郵送する必要がある場合は必ずメール等で連絡ください。 

 

テレイン利用方法 

今年度より、栃木県テレイン利用の申請方法が変更されました。以下のURLを参考に連絡をお願いします 

（http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=1058）。事務局への連絡と申請書提出により、

栃木県協会や関東学連への連絡が不要になりました。また、加盟校による全てのテレイン利用について地区学連

を通した日本学連への申請書・報告書の提出する制度の周知勧告を行っています。これは加盟校の活動を日本学

連が把握するためのほか、渉外問題が発生した際には保険などを適用する際にも必要な申請です。 

 

目安箱について 

加盟員から幹事会へ直接意見を届ける方法としてインカレや学連後援大会に目安箱を設置しています。寄せられ

た意見の回答を行いました。その中でもインカレの宿に関して公平さを求める意見がありました。地方での宿の

大量確保は困難であること、クラブの規模によって場所に制限があること、日本学連から旅行会社へ要望を提出

し、すでにさまざまな対策を行っていることを、ご理解とご協力いただきたいと考えています。 

 

その他意見の募集 

地区学連によって加盟校となる基準に違いがあることや、大学規模に応じた一票の格差問題が議論され、是正の

必要があるか、どのように是正するかについて意見を求めています。 

3年後の 2019年に日本学連 35周年となります。先人たちの努力や学連の周囲の方々のご協力に感謝するなどの

記念事業を開催できないか、まだ早い段階ですが意見を求めています。 

学連合宿を主催する技術委員会は加盟校 OB・OGの協力者を求めています。 
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－日本学連後援大会のご案内－ 

●いぶき発行以降に開催される日本学連後援大会について、開催日の早い順に 2016年 8月 2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。 

●事前申し込みがすでに終了している大会があります。あらかじめご了承ください。なお、当日申し込みができ

る場合があります。 

●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 

  

第 10回名大椙大オリエンテーリング大会 

 
●開催日：2016年 9月 3日（土）・4 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 
●開催地：愛知県新城市作手 
●使用地図：「作手高原」「巴山」 
●会場：新城市作手 B&G 海洋センター 愛知県新城市作手白鳥字鬼久保 5 番地 2 
●競技形態：1日目 ロングディスタンス競技・2日目リレー競技 
●事前申し込み締め切り：8 月 3 日（水） 
●公式 HP：http://10th-meisugi-hp.jimdo.com/ 

第 30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 

 
●開催日：2016年 9月 10日（土）・11 日（日） 
●主催：全国高校生・中学生オリエンテーリング連盟 OS 会 
●開催地：長野県富士見町 
●使用地図：「富士見の森」 
●会場：ジュネス八ヶ岳 長野県諏訪郡富士見町境 12067 
●競技形態：1日目ロングディスタンス競技・2日目ミドルディスタンス競技 
●事前申し込み締め切り：8 月 15日（月） 
●公式 HP：http://ih2016.houkou-onchi.com/ 

第 39回東北大学オリエンテーリング大会 

 
●開催日：2016年 8月 28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 
●開催地：宮城県仙台市太白区 
●使用地図：「青葉の森」 
●会場：東北工業大学 青葉山総合グラウンド ラグビー場 宮城県仙台市太白区鈎取 
●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 14日（日） 
●公式 HP：http://www.olc.org.tohoku.ac.jp/taikaiHP/39th.olc.org.tohoku.ac.jp/ 
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巻頭写真：富士見高原リゾートから編笠山（たぶん）を望む 編集者撮影 

第 21回京大京女大会 

 
●開催日：2016年 10月 23日（日） 
●主催：京都大学オリエンテーリングクラブ 京都女子大学オリエンテーリングクラブ 
●開催地：滋賀県甲賀市土山町 
●使用地図：「あいの土山」 
●会場：未定 
●競技形態：ミドルディスタンス競技 
●事前申し込み締め切り：未定 
●公式 HP：http://kuolc.dip.jp/kucomp21/ 
 

第 36回筑波大学オリエンテーリング大会 

 
●開催日：2017年 1月 29日（日） 
●主催：筑波大学体育会オリエンテーリング部 
●開催地：茨城県水戸市 木葉下町・全隈町・成沢町 
●使用地図：「（仮称）木葉下 2016」」 
●会場：水戸市森林公園 
●競技形態：ミドルディスタンス競技 
●事前申し込み締め切り：未定 
●公式 HP：http://www.orienteering.com/~tsukuba/36/ 

【編集後記】 

こんにちは。「いぶき」編集担当、今年度日本学連広報部長の坂野です。本誌はあまり様式にこだわっていないらしく、カラーやレイアウトも

毎年変化し、担当のセンス次第となっております。今年はいかがでしょうか？皆様のご意見感想をお待ちしております。今後オリエンテーリン

グ界の様子を見ながら不定期に発行していきますので、「いぶき」と日本学連をよろしくお願いします。 

日本学連は、ここ数年加盟員や加盟校（準加盟校）が増加傾向にあるようです。私の大学も本年度より加盟校に昇格＆大学の(準)公認団体にな

りました。かなり嬉しいです。そういった風潮もあってか、学連では既存の制度や規約がいろいろと変わりつつあります。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普及と広報を行っていこうと思っています。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」2016年度第 1号 2016年 8月 2日 発行 

編集責任者：坂野翔哉 （広報部長・東京理科大学） 

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

日本学連 Twitter：@tw_uofj 

日本学連広報部メールアドレス：uofj.koho@gmail.com 「いぶき」に関するご意見・ご要望などは、こちらまでお寄せください。 


