
1 

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 9月から 2017年 2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。 

 

全日本大会と地区学連ロング選考会の共催 

全日本大会は山川氏による改革のため、今後 2年間は地区学連ロング選考会と共催する方針である。選考会への

採用は全日本大会側からの誘致であり、強制ではなく、各地区学連で採用を判断する。 

全日本大会 21E出場権保有者はこのセレクションを免除でき、インカレエリートクラスの出場権を得られる。 

選考会クラスは人数が多くなるため専用のクラスとなり、実質的に全日本大会と選考会の共催という形態となる。

全日本大会運営の中心はプロであり、学生 OB/OGは当日の運営者程度で、大きな負担は求めない。 

 

全日本大会の改革 

日本学連は JOAに加盟している学生の自治組織であるが、インカレロングでのトップ選手の実力を JOAとして

も認め、全日本大会や公認大会での Eクラス出場資格を付与できないか検討している。さらに、全日本大会や公

認大会のあり方について日本のオリエンテーリング大会で最高峰となるよう、全日本大会の権威や参加者数の確

保など、競技登録者の過半数を占める学生の代表組織として JOA に打診していく。 

 

加盟校基準の見直し 

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ている。

加盟校基準を統一することは決定したが、日本学連として加盟校にどのような権利や義務を課すのか曖昧だった

こともあり、新しい基準によって日本学連が今後どのような形でオリエンテーリング活動の普及と発展を推進し

ていくかが課題になっている。 

 

インカレリレー特例措置の見直し 

例年インカレリレーでは複数の少人数大学による混成チームの出場が特例措置として認められてきた。これを

制度化できないか検討したが、大学単位でチームを形成するというインカレリレーの根本を変えてしまうこと

はできない。本件については今後も議論していく。 

 

インカレスプリント開催形態の見直し 

本格的スプリント大会では渉外や監視役員等に費用がかさむほか、これまでのようにインカレロングとスプリ

ントを一緒の地域で連続した日程で開催すると、場所の制約がある上に、運営上の大きな負担となっている。

参加費の値上げか、日本学連による赤字負担か、開催方法の根本的見直しをするなど持続可能な大会となるよ

うな方向性を決めたい。 
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－エリート選手の装備－ 
※ エリートではない選手が 1名おります。 

※ アンケートの回答順です。掲載のため一部の文を省略しておりますのがご了承下さい。 

 

 

 

巻頭写真：矢板運動公園から高原山（たぶん）を望む 編集者撮影 

氏名 大学と学連登録年数 利き手とコンパスを持つ方の手コンパスのメーカーや型番 シューズのメーカーや型番 普段のトレーニングで使うシューズや、使い分けているオリエンテーリングシューズ 競技で使うこだわりのウェアや道具
坂野翔哉 東京理科大学3年 右利き右手 サム・Moscow・rainbow montrail Fluid Flex ST Inov-8 Baregrip/icebug/adizero タイツとか？
種市雅也 東京大学1年 右利き右手 シルバ サム カラーリングあり inov8 x-talon212 アシックス ターサー、ライトレーサー トリムテックス ヘッドバンド
和田康次郎 慶應義塾大学3年 右利き右手 Silvaの5JET inov8 x-talon200 普段のトレーニング→NIKE ZOOM WINFLO3 気持ちを引き締めるためのヘッドバンド
猪俣祐貴 東京大学4年 左利き左手 Moscow、3c、プレート inov8, x-talon 212 ランニング用:アシックス ゲルフェザーグライド3wide
下江裕貴 広島大学3年 右利き右手 silvaのサムコン ニューバランスのトレランシューズ アシックスのライトレイサー 絶対要るのは指ぬき手袋。薮とかをかき分けるのに絶対に必要だと思う。
大田将司 一橋大学2年 左利き左手 Silvaのサムコン(Race S Jet) vjのIROCK2 (or inov8 x-talon) ランシューはアディダスを履くことが多いです コンパスには歩測用のゲージが書き込んである。Trimtexのヘッドバンド。
松島彩夏 立教大学4年 右利き左手 Moscow salmon
木島佑輔 東京大学4年 右利き右手 Moscowサムコンパス　レインボー inov8 mudclaw265 トレーニング：asics gelfether glide 普段のトレーニングで着れないようなダサいTシャツ
橘孝祐 横浜国立大学4年 右利き左手 silva サムコン inov8 ロックライト280 本当はinov8 x-talon212が欲しいんです。 タイツは履かない トリムに野球のロングソックス
増田七彩 東京大学4年 右利き右手 プレート、Moscowのstable inov8のxtalon212 特になし
小松栄輝 東北大学4年 右利き右手 Moscow MIZUNO モナルシーダjp モナルシーダsp(MIZUNO),F50(アディダス),パラメヒコライト,エヴォスピードsl(プーマ) スパイク
山本徳高 岡山大学2年 右利き左手 モスコン salomon アシックスライトレーサー アームウォーマー
南河駿 名古屋大学3年 右利き左手 silva salomon speedcross inov8 汚れの目立たない黒色のサッカーストッキング
濱宇津佑亮 東京大学2年 右利き左手 Silva Inov8
南河駿 名古屋大学3年 右利き左手 silva salomon speedcross inov8 汚れの目立たない黒色のサッカーストッキング
伊藤樹 横浜国立大学2年 右利き左手 type2c(fast)plate Moscow Gel-fuji trabuco asics adidasのランニングシューズ パンツはトリムではなくスパッツ派です。
井倉幹大 東京大学4年 右利き右手 プレート，Moscow inov8 xtalon-212 アシックスの中距離用ランニングシューズ サッカーソックスとハーフトリムの併用
燈田真佑子 奈良女子大学3年 右利き右手 プレート Silva inov8 トレイルラン用
高瀬優衣 金沢大学1年 右利き右手 Silva ミズノ
森田椋也 京都大学3年 右利き右手 モスコンパス、サム Inov8のピンつきシューズ Inov8のトレランシューズとミズノのウェーブイダテン
平原誉士 京都大学3年 右利き左手 Moscow montrail
菅野柊斗 新潟大学4年 右利き右手 Silvaの Race S Jet North Face 型番等は忘れました。
木村史依 金沢大学4年 右利き右手 silvaの5JET、プレコン salomonのspeedtrak
田中圭 武蔵野大学4年 右利き右手 サムコン Inov8 ナイキのエアズーム ペガサス33 見た目が可愛いウェアや道具じゃないとやる気が出ない、形から入るのも大切
伴広輝 京都大学2年 右利き左手 Moscow Type 2L(Fast)  inov8 X-TALON 212 TRIMTEXのヘッドバンドが好きです。
中西祐樹 京都大学3年 左利き左手 サム、Moscow トレイルラン用、montrail
帯金未歩 大阪大学4年 右利き右手 プレート inov8 エックスクロウ275 WacoalのCW-Xというスポーツタイツです！
加藤岬 東京大学3年 右利き左手 Moscow Type3L inov-8 x-talon190 重要度の低いレースはx-talon190 合宿などはサッカーのスパイク 髪が長い時期はヘアバンドが必要
岩瀬史明 名古屋大学3年 右利き右手 Moscow Type9L(Clear)　（サムコン） Salomon S-LAB Fellcross3 asics LyterRacer RS 5、asics SuperMagic asicsの陸上長距離用アームウォーマー
堀尾健太郎 名古屋大学3年 右利き右手 サムコン moscompass salomon speedcrosspro ナイキのランニングシューズ
橋本正毅 東北大学4年 右利き右手 Moscow stable inov-8 trailrock 下のトリムの内側は必ずセミロングタイツにしています。
長崎早也香 名古屋大学3年 右利き左手 Moscow Speedcross ニューバランス
鈴木彩可 金沢大学3年 右利き右手 Silva salomon speedcross3
横堀聖人 東京大学2年 右利き左手 Moscowのサムコン(fast) SALOMONのSPEEDCLOSS
近藤恭一郎 京都大学3年 右利き右手 Moscow Saromon B-running
半沢守 東北大学4年 左利き左手 silva inov8 asics terther japan/adidas takumi ren
澤口弘樹 早稲田大4年 右利き左手 Moscow inov8 x-taron212 普段は安く買ったランニングシューズ、岩場が少ないところでピン無しシューズ 汗が目に入るのが嫌なので、よくヘッドバンドを使います
佐藤遼平 東京大学2年 右利き右手 Moscow 右手サム super stable salomon speedcross3 asics Gel-Fuji trabuco4との使い分け
高橋友理奈 東北大学2年 右利き右手 Moscmw サムコン inov8
横山裕晃 東北大学2年 右利き右手 Moscow inov8 アシックスのターサー
坂梨敬哉 慶應義塾大学3年 右利き右手 Race S Jet silva x-taron200 inov8 半タイツ
松本 萌希 京都大学2年 右利き右手 Moscowサム右 inov8 Oroc350ピン付き フォレストはOroc350愛用で、他は普通のランシューです。 水色のJWOC2015Tを着たレースは調子がいい気がします。
石野陽子 京都大学4年 右利き左手 Moscow サム inov8 
鈴木友紀乃 新潟大学3年 右利き右手 プレートのMoscow salomon asics(普段のトレーニング)
本間実季 東北大学4年 右利き右手 Moscow sportiva、トレイルラン用 NIKE、ランニングシューズ
藤井菜実 椙山女学園大学3年 右利き右手 Moscowのサムコン montrail
小林隆嗣 東北大学3年 右利き右手 silva 5jet ミズノ
西村駿 東京工業大学4年 右利き左手 サム　moscow inov8 x-talon212 アディダス
長谷川真子 東北大学3年 右利き右手 Moscow サム montrail 普段のトレ asics
樋口佳祐 名古屋大学4年 右利き左手 サムコンパス，MOscow トレイルラン用
佐藤誠也 東北大学2年 右利き右手 サムコン トレランシューズ
佐藤俊太郎 東北大学3年 右利き右手 Moscowのサムコン SPEEDCROSS(SALOMON) 普段のトレはナイキの靴です。
清水敬太 東北大学4年 右利き左手 プレート サッカースパイク
石神愛海 実践女子大学4年 右利き右手 プレート inov8
三浦一将 名古屋大学1年 右利き左手 moscompass model8 salomon トレランシューズ
竹内公一 名古屋大学2年 右利き右手 サムコン(Moscow) inov8 275
田中悠 慶應義塾大学4年 右利き右手 Silva 5JET inov8 X-CLAW 275 普段はNIKEのランシュー 練習時は必ず白地のウェアです。
木村るび子 立教大学2年 右利き左手 Moscow、サム inov8、トレイルラン用 Brooks、ランニング用
小川茉乃 茨城大学4年 右利き左手 サムコン、Moscow inov8のピンなし
立花和祈 実践女子大学2年 右利き右手 サムコン　Moscow inov8
平山遼太 東京大学3年 右利き右手 Moscow Type3C inov8 x-talon212 ナイキ エア ズーム スピード ライバル 5 USAトリム
前中脩人 東京大学4年 右利き左手 Moscow Type8L　サム SALOMON　speedtrak
橋本知明 東京大学4年 右利き右手 Moscow Fastのサムコン Salmon Speed Cross 4 ランシューはAsicsのGELFEATHER GLIDE を使います。 手袋は釣り用の手袋が頑丈で水にも強いのでおすすめ
佐野萌子 京都女子大学2年 右利き右手 Silva プレート vj ピン付き トレーニング、スプリント アシックス 紺色(青?)のトリム(下)気に入ってます
中村茉菜 早稲田大学4年 右利き左手 Moscow サム model8 stable-2014 inov8 Arctic Talon 275 Asics lady gel-feather glide 3 レガース
坂本譲 東北大学3年 右利き右手 Moscow stable rainbow salomon speedcross pro NIKEのランニングシューズ
多奈川 大阪大学2年 右利き左手 Moscow Rainbow サム MERRELL ALL OUT CHARGE スプリントではニューバランスのランニングシューズ シード 1dayPureうるおいプラス
山森汐莉 金沢大学2年 右利き右手 Silva プレコン type2 montrail BAJADA Adizero
佐久間文香 新潟大学2年 右利き左手 プレート・silva salomon アシックス
滝川真弘 東北大学4年 右利き右手 Silva inov8-190
鈴木直美 筑波大学3年 右利き右手 moscowプレート、silvaミニコンパス トレインラン用
高野柾人 東北大学4年 右利き右手 Moscow inov8 arctic taron275 NIKE
岩井龍之介 京都大学1年 右利き左手 Moscow、stable montrail レガース
稲吉勇人 名古屋大学4年 右利き右手 サムコン、モスコンXRタイプ3 inov8 X-Talon 212
田中大貴 一橋大学4年 右利き右手 プレコン SPEEDCROSS4
渡邊壮 金沢大学3年 右利き左手 Silva inov8 adizero Japan boost3
三浦やよい 相模女子大学3年 右利き右手 Silva Race Plate Icebug ev-ia98029。inovのピン付き フォレストは金属ピン付き。それ以外はランシュー。アディゼロ。 デフケースは憧れの先輩から貰った代え難いものです
中野喬博 東京大学3年 右利き右手 Moscompass Model 3 Stable SALOMON  SPEEDCROSS 4 asics SORTIEMAGIC RP3 OLKの同期でお揃いのトリム
山岸夏希 筑波大学2年 右利き左手  type2l sum Moscow supra2 VJsports またはinov-8 arctictalon 275adidas snova glide boost 3 腹巻！ mont-bellのジオライン使ってます
大竹達也 金沢大学4年 右利き左手 Silvia 6Jet inov8 x-talin212 adidas adizero mana7 耐久性がある、ほんとはナイキが好き プリントTシャツはunitedathle5088が好きです
勝山佳恵 茨城大学2年 右利き左手 Moscow プレート VJ ピン付き
竹内元哉 東京大学3年 左利き右手 サムコンパス/Moscow Type 2L(Fast)Inov8　X-Talon 212 ニチバン バトルウィンテーピングテープ 非伸縮タイプ 38mmを愛用しています。
稲森剛 横浜国立大学2年 右利き右手 モスコンのサムコン ASICS　gelfuji trainer3 コンパスは少しいじってます
大類茉美 フェリス女学院大学3年右利き左手 モスコンサム ionv8
角田貴大 横浜市立大学3年 右利き左手 Silva inov8
小泉惇平 東北大学2年 右利き右手 サムコン、メーカー不明 トレランシューズ inov8 すね当て
築地孝和 神戸大学4年 右利き右手 Moscow、サム inov8 x-takin 212 adizero takumi ren boost 
栗本開 東京大学4年 右利き右手 Moscow Type3C (plate) inov8 xtalon212
本村汰一朗 金沢大学2年 左利き右手 Moscom montrail
高野兼也 新潟大学3年 右利き左手 Race S Jet アシックス アシックス
石山良太 名古屋大学4年 右利き左手 Moscow model8 stable-2015 inov8 X-Talon212 UK7
椎名麻美 茨城大学4年 右利き左手 Silva race s jet icebug spirit6 kuturyu-tu-center👢 kiaino-hachimaki(/ω＼)

【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。富士山や伊吹山や琵琶湖を眺めつつ本稿を仕上げました。 

今年の日本学連は全日本大会の改革を始めとして、インカレ開催や学連所有テレイン管理など、いろいろな案件の持続可能性の向上を図って

議論しています。というわけで来年度の広報部は 2人体制とさせていただき、広報部も持続可能性の向上を目指します。 

今年のいぶきの発行部数は少なく、いろいろなことに至らず、申し訳ありませんでした。議事録も本日中の公開を目指します。どうか来年度も

「いぶき」と日本学連をよろしくお願いします。 
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編集責任者：坂野翔哉 （広報部長・東京理科大学） 
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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。 


