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日本学生オリエンテーリング連盟
広報誌

2017 年度 第 33 巻第 1 号 2017 年 6 月 28 日発行
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、2017 年 3 月から 2017 年 6 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 21E 出場権保有者は地区学連ロングセレを免除でき、インカレエリートクラスの出場権を得られる
が、全日本大会とセレの共催時に既に地区学連枠が免除者数と同数以下の場合でも、セレから最低 1 名を選考す
る方針とした。また、全日本大会を選考会と共催しやすくするために開催時期決定や運営者の呼びかけなどを半
年以上前に行うこととした。
加盟校基準の見直し
幹事会では以下の合意が得られた。今後は、学連登録との整合性、承認の期限を検討する。
・
「3 人以上の加盟員」と「地区学連の承認」が加盟校となれる条件である。
・加盟校は「インカレリレー選手権クラスの出場資格」を持ち、
「日本学連総会及び地区学連総会への参加義務」
がある。
・地区学連総会と日本学連総会に渉外が参加しないことが続く場合、準加盟校に降格される。
インカレリレー特例措置の見直し
混成チームが選手権クラスを出走可能になる特例措置についての幹事会の方針は、インカレへのエントリーが
大学で 3 人以上あった場合に適用を不可とするガイドラインを制定することとした。
インカレスプリント開催形態の見直し
参加費の値上げ、日本学連による赤字負担、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に
協議を進めている。大会の盛り上がりと収入増のために、選手権出場人数を増やすことも視野に入れながら議
論を進めている。
その他
事業計画第 5 弾となる、山川氏による新規テレイン「倉掛湧水池」作成を承認した。
渉外ノウハウの蓄積や共有について協議をしている。
普及や新歓活動の情報共有を検討している。
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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

事業部長
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

①大阪大学基礎工学部システム科学科生物工学コース 4 年
②前任で神大 OB の築地さんにお誘いを受けました。
③みなさんに「最高だった」と思っていただけるような開会式、後夜祭
を提供できるよう努力します
④Twitter で勧誘リプライを受けて新歓に参加したらオリエン楽しいし
アットホームな雰囲気だったので
⑤研究室で溜まったストレスも週末山に入ってオリエンすればだいたい
デトックスされます。
⑥阪大大会がもし開催される際にはみなさま是非ご参加ください！

渉外部長
幹事長

瀬川 出（せがわ いずる）

①東京大学工学部 4 年
②前幹事長から任命された
③学連でできること、変えたいこと、やりたいこといろいろあります。
色んな学校の持つノウハウなどどんどんシェアできたらなと思います
④地図も自然も好きだったからね
⑤昨年度出走計時レース 100 行きました。今年もたくさんオリエンテー
リングしたい……
⑥今年は選手権の場で堀江に勝ちます

成澤 春菜（なりさわ はるな）

①フェリス女学院大学文学部日本語日本文学科 4 年
②前幹事長＆副幹事長からのお声かけ
③できることを探し働き意義ある１年もぎ取りたい
④マネージャー募集じゃなかったから
⑤両足首剥離骨折経験済でがばがばだけどたのし～＾＾
⑥2 月 25 日…なんと静岡…KOLC 大会…

会計

臼井 沙耶香（うすい さやか）

①東北大学理学部化学科 3 年
②前任の細さんに誘われたため
③インカレ観戦ガイド頑張ります。また、オリエンテーリングの発展に
少しでも貢献できるよう、頑張ります。
④東北大 olc の女神のある方に、
オリエンに入らない？と誘われたため。
⑤もはや、オリエンをしない大学生活は思い浮かばないくらい好きです
♡
⑥東北大大会 9/3(日)にやります‼場所は、仙台市青葉区上愛子サイカチ
沼周辺です。今回はなんと、新規テレインです！皆様のご参加をお待ち
しております！

竹内 公一（たけうち こういち）

①名古屋大学工学部物理工学科 3 年
②前年度副幹事長の石山さんに「会計やりませんか」と誘われたため
③徹底されたお金の管理を心掛けたいです。
④新歓イベントの”逃走中”に参加し、先輩方にオムライスを奢っても
らい仲良くなりすぎて、入部するのを断りずらくなったため（笑）
⑤週末はスマホを開いたらとりあえずラップセンターみてます！！！
⑥9 月 9,10 日に水別・田原（愛知）で名椙大会を開催します！学生の方
はインカレロングの前哨戦として是非ご参加を！
それ以外の方もたくさんのご参加をお待ちしております！

事務局長

堀江 優貴（ほりえ ゆうき）

①東北大法学部 4 年
②前任の橋場さんに口説かれました。
③矢板日光テレインが皆様により利用しやすくなるよう努めます
④新歓で体験してあまりにも楽しかったから
⑤愛が強すぎて身内に伝染してしまいました
⑥9/2 東北大前日大会@台原森林公園
ご参加お待ちしてます！もちろん本大会も

普及部長
副幹事長

矢野 峻平（やの しゅんぺい）

吉澤 佳奈（よしざわ かな）

①日本女子大学日本文学科 4 年
②昨年から引き続き。
③今年度から加盟登録システムが変更したので、規約の整備に邁進しま
す。そして早めに後任を探します。
④はじめはクラブの雰囲気に惹かれ、山の地面を走る感覚に興奮したか
らです。
⑤テレインが２つの山塊に分かれているときの、途中の開けた畑道等の
道走りが大好きです。
⑥2018 年 2 月 18 日（日）第 38 回早大 OC 大会開催！あの「赤根」が待
望のリメイク！生まれ変わった「赤根」にご期待ください！ご参加お待
ちしております。

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 4 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。最近は OCAD と地図
印刷の奥深い沼にはまっています。
⑥第 38 回早大 OC 大会＠赤根とか第 3 回理科大大会＠未定とか、ぜひご
参加ください！あ、第 31 回インターハイもぜひ！

広報部

山川 登（やまかわ のぼる）

①東京大学教養学部理科一類 2 年
②現広報部長の坂野さんよりお誘いを受けて
③坂野さんの補佐を務めながら、日本学連のよりよい広報の形を模索し
ていきたいです。日本学連に関わっていく中で不足している知識も蓄え
たいです。
④頭で勝てるという魅力に惹かれたから。中学で始めたときの先輩方が
優しかったのも理由です。
⑤テレイン知識や計センなどなど競技に収まらず大好きです！昨年度
HHC（レース総時間）は OLK 内 6 位です。（83 レース 58 時間 13 分）
⑥東大 OLK 大会とインターハイ、ぜひご参加ください！桐朋 IK による
大会も開催した際にはぜひ！
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会計監査

佐藤 遼平（さとう りょうへい）

①東京大学農学部 3 年
②オリエンテーリングの現状を知りたいと思ったのと全国に幅広く知り
合いが欲しかった。
③丁寧にひとつひとつ仕事をこなしていきたいと思います。
④ハードなアドベンチャースポーツで、頑張れば世界も目指せるっての
に惹かれました。
⑤いろいろ言いたいことはありますが去年が 97 レース出走しました。
それだけでも愛は伝わるかと。
⑥第 39 回東大 OLK 大会へのご参加ありがとうございました。来年以降
も是非お願いします。

関東学連

東海学連
会計監査

塩平 真士（しおひら なおと）

①北海道大学農学部生物資源科学科 3 年
②前任の岩手大学の田口さんにお誘いを受けたため
③会計におかしな所が無いか、しっかりチェックします
④走る事と地図を読む事が好きだったから
⑤バイトで稼いだ給料、ほとんど貢いでます(ほぼ交通費)
⑥7 月 9 日、第 39 回北海道大学オリエンテーリング大会@北広島市、北
海道屈指の良テレインを用意してお待ちしております！(いぶきが発行
される頃には終わっているかもしれませんが)

北東学連

丸山 真輝（まるやま まさき）

①東北大学、工学部電気情報物理工学科 3 年
②オリエンについて理解を深められると思ったため
③北東学連をよい方向に導きたいです。
④大学から始める人が多いスポーツだから
⑤想像通りの地形が目の前にあらわれると楽しいですよね
⑥東北大大会是非来てください

北信越学連

小山 友綺（こやま ともき）

①金沢大学人間社会学域経済学類 3 年
②前北信越学連幹事長の田中さんに誘われたため。
③学連内の各大学間の情報伝達と共有をスムーズに行いたい。
④1 つ上の高校時代からの先輩がやっていて入りやすそうだったため。
⑤大会やイベントの前日、興奮で眠れないのが悩みです笑

上野 康平（うえの こうへい）

①東京工業大学理学部 3 年
②前年度関東学連幹事長の瀬川さんに誘われたため！
③楽しく協力してやっていきたいです！
④「足が遅くても頭を使えば勝てる」という文句に釣られて！
⑤毎週オリエンテーリングしないと不安になります！
⑥最近の関東の勢いはものすごいと思います。クラブ内にとどまらずク
ラブ間で新歓を手伝ったり一緒に練習会をしたりと、相互交流が深まっ
てきています。この勢いを維持し続けられるよう頑張りたいです！

西嶋 就平（にしじま しゅうへい）

①名古屋大学理学部地球惑星科学科 3 年
②東海学連前幹事長から推薦を受けたため
③加盟校がこれまで以上に仲を深められるように頑張ります！
④山と走るのが好きだったため興味があって部に入ったら中々楽しかっ
たから
⑤純粋にオリエンテーリングが好きです！
⑥今年も 9/9,10 に名椙大会を開催します！楽しく充実したコースを提
供できると思います！よろしくお願いします！

関西学連

遠藤 匠真（えんどう しょうま）

①大阪大学工学部応用理工学科 3 年
②騙されて副幹事長になったのが運命の分岐点運の尽きでした.
③伸びしろの大きい関西の学生オリエンテーリングを,制度面でしっか
り下支えできるよう全力を尽くします.今年度は学生の運営する大会が
少し多いのですが,どれも成功するといいなと思っています.
④もともと走ることや山歩きが好きで,つまりそういうことです.
⑤スピーディーにナビゲーションしているときの,自分が研ぎ澄まされ
ていく感覚が大好きです.
⑥今年は関西学連が熱い(当社比)です.北や東や西からぜひお越しくだ
さい
7/17 パーク O 関西スプリントセレ
9/16 関西学連第 2 回定例戦
10/1 第 22 回京大京女兼第 6 回全日本ミドル
未定 パーク O 大阪
未定 第 34 回ウエスタンカップリレー

中九四学連

山本 徳高（やまもと のりたか）

①岡山大学医学部医学科 3 年
②中九四国学連をもっと活性化させたいため
③外様の学連ですが、できる限り積極的に会議に参加して学連に貢献で
きればと考えています。
今年度は中九四国から学連枠以外をを得られるようなエリートを一人出
したいです！そのためにも学連をしっかりと盛り上げ競技者の育成に努
めます。
④高校の同級生である下江から誘われたから
⑤誘われて始めた競技でしたが、今では一生懸命練習を練ったり、復習
をして競技力向上に努めています！来年は最終学年ですがそれまでしっ
かりと中九四国学連を盛り上げていきたいです！
⑥中九四国学連は現在、第一回広大岡大結成大会を開けるように頑張っ
ています。渉外や運責などのスキルがないので他の学連の研修会に呼ん
でいただければ幸いです！今後とも中九四国学連をよろしくお願いしま
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 2017 年 6 月 28 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。
●日本学連の後援大会では目安箱の設置、賛助会員登録のブース設置が行われます。大会運営団体へはこれらの
設置協力と、渉外報告書の提出をお願いしております。
●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 11 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：2017 年 8 月 27 日（日）
●主催：岩手大学オリエンテーリング部・岩手県立大学オリエンテーリング部
●開催地：岩手県滝沢市
●使用地図：「岩姫慕情」
●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 13 日（日）
●公式 HP：http://tnt5547.wixsite.com/ganken11

第 40 回東北大学オリエンテーリング大会
●開催日：2017 年 9 月 3 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：宮城県仙台市青葉区上愛子芦見
●使用地図：ニューマップ サイカチ沼周辺
●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 3 日（木）
●公式 HP：http://www.olc.org.tohoku.ac.jp/taikaiHP/40th_tohokuolc/a.html

第 11 回名大椙大オリエンテーリング大会
●開催日：2017 年 9 月 9 日（土）・10 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：愛知県岡崎市
●使用地図：「水別・田原」
●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 9 日（水）
●公式 HP：https://11thmeisugicomp.jimdo.com/

つくばロゲイニング
●開催日：2017 年 10 月 14 日（土）
●主催：筑波大学体育会オリエンテーリング部
●開催地：茨城県つくば市
●競技形態：写真撮影形式のロゲイニング競技
●公式 HP： http://www.orienteering.com/~tsukuba/tsukubaroga/index.html
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第 37 回筑波大学オリエンテーリング大会
●開催日：2017 年 10 月 15 日（日）
●主催：筑波大学体育会オリエンテーリング部
●開催地：茨城県那珂市
●使用地図：「那珂川」」
●競技形態：ミドルディスタンス競技
●公式 HP：http://www.orienteering.com/~tsukuba/37/index.html

第 38 回早大 OC 大会
●開催日：2018 年 2 月 18 日（日）
●主催：早稲田大学オリエンテーリングクラブ
●開催地：埼玉県飯能市
●使用地図：「赤根」
」
●競技形態：ミドルディスタンス競技
●公式 HP：http://wasedaoc.oteage.net/

巻頭写真：新幹線から伊吹山を望む

編集者撮影

【編集後記】
こんにちは。
「いぶき」編集担当、日本学連広報部長の坂野です。今年度から広報部は山川登と 2 人体制となり、議事録の早期公開が実現しま
した。最近の（いや、昔からか）幹事会は議題が重く多く、会議室の返却間際までかかっているので、議事録も長くなりがちですが読んでいた
だけているでしょうか。よりよいオリエンテーリング活動のために、たくさんの意見をお待ちしております。
次号のいぶきでは「全国の新歓状況」
「日本学連競技者登録者数の統計について」
「オリエンテーリング大会参加の要因」などについて特集予定
です！すでにネタもほぼ集まっているのでいぶき 2 号をお楽しみに！※紙面や寄稿の都合により変更となる場合があります。

日本学生オリエンテーリング連盟広報紙 「いぶき」2017 年度第 1 号 2017 年 6 月 28 日 発行
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。

