
議事録	

第２９回研修会	

平成２９年１２月９日（土）		 	 於：龍谷大学	 深草キャンパス	

	

	

配布書類	

・	 新規役員募集の案内	

・	 平成 30 年度リーグ編成のお知らせ	

・	 平成２９年度	 前期決算報告	

・	 今後の活動予定について	

・	 学連からの返答内容に関して疑問点・確認点	

・	 学連役員と関大部員とのやりとり	

・	 立命館大学から関学連への疑義照会に対する関学連からの回答への疑義	

・	 甲南大学対天理大学の試合が執り行われるまでの経緯	

・	 立命館大学殿による疑義照会に対して	

・	 創部 100 周年記念	 第 4 回	 大学対抗懇親射会のご案内	

・	 平成 29年度関西女子リーグ戦運営における関西学生弓道連盟の判断に対する改善

要求及び疑義に対する申請に対する返答	

計１１枚	

研修会の内容	

 

１３：０８ 会議開始 

学連からの連絡事項 

Ø 新規役員募集、リーグ編成について （総務 松川） 

・	 新規役員を募集します。興味のある⽅はご連絡ください。 

・	 リーグ編成は資料の通りです。ご確認ください。 

Ø メーリス、登録費について （全⽇副委員⻑ 佐藤） 

・	 新幹部がメーリスを受け取れるよう対応ください。 

・	 全⽇の登録料の超過分について、必ずご確認の上お振り込みください。 

Ø 来年の活動予定について （委員⻑ 宇津） 



・	 来年の予定は資料の通りです。 

Ø 前期決算報告、幹部連絡先について （総務 萩原） 

・	 前期決算報告書を同封しております。 

・	 例年通り幹部連絡先の作成、及び配布を⾏います。また、道場所在地はメーリスに

てご報告する予定です。 

	

■表彰式の手順を一部変更し、来年度以降も昼休みの休憩時間を１時間以上設ける。	

（投票）	 （賛成）100％ （反対）０％ 

 →来年度以降も、同様の⽅針を取らせていただきます。 

 

関西学生弓道連盟規約第 101 条及び第 105 条の訂正	

第１０１条	

正）新加盟校のリーグ分類に関しては第 89 条を準用する。	

第１０５条	

正）第 93 条、第 94 条の規定は、これを女子リーグ戦に準用する。	

細則「リーグ戦マニュアル」への追記	

試合校が棄権した場合の連絡を大学側と学連側の双方から必ず連絡することを、細則である

「リーグ戦マニュアル」に定めます。	

	

研修会議題事前アンケートについて（『研修会パンフレット』p.4〜）	

1. リーグ戦において，1 試合だけ棄権する場合のルールを設定する。 

神⼾⼤ 賛成 棄権の連絡が直前に来て迷惑であった。遅い連絡が重なる（２回以上）場

合罰則を設けるのはどうか。 

京園⼤ 反対 ⼈数が少ない⼤学は急に出れなくなることがある（選⼿の病気など）。５

⽇までという期間が難しく、また罰則⾦が負担である。今まで通りで良い。 

（投票）（賛成）42.3% （反対）57.7% 

→ルールは設定しない。神外⼤による提案は今後学連内で話し合います。 

2. リーグ戦において，⼥⼦の試合開始時間を 1 時間遅くする。	

⼤経⼤ 賛成 道場の使⽤時間の関係。 

甲南⼤ 賛成 道場の鍵を借りれる時間が遅い。遠くから来る⼤学のことも考慮すべき。 

京教⼤ 反対 全試合を１時間遅らせる必要はない。終了時間が遅くなるというデメリッ

トもあるため、遅らせたい⼤学のみ遅らせればよい。両校が近い場合、１時間遅くするの

は勿体無い。 



神⼥⼤ 反対 閉まる時間が決まっている。今年のリーグで時間が押して⼤学側に迷惑を

かけてしまった。今まで通り臨機応変に対応すれば良い。 

京都橘 賛成 天候が急変すれば、コンディションに関わり、公平性に⽋ける。 

京教⼤ 反対 午前、午後試合があることや、試合会場がそもそも違うので、１時間の差

に敏感になる必要はない。 

⼤芸⼤ 賛成 試合の続⾏に関わるほど天候が急変した例が実際にあったので、１時間の

差は⼤きい。全試合⼀⻫に⾏う⽅が、公平性が保てる。また、道場閉鎖時間が決められて

いるため、同中競射など試合の延⻑があった場合の対策も考えるべきである。 

（投票） （賛成）49％ （反対）51％ 

→試合開始時間は遅らせません。 

3. リーグ戦及び新⼈戦において，関係校への連絡については学連側と⼤学側の双⽅が⾏う義

務を有する。	

補⾜ １時間遅れなどの連絡を学連にもしてもらえれば確実に該当⼤学に情報が回せる。 

和歌⼭ 反対 義務を有したとして、⾷い違いがあった場合、どちらを信じるのか。連絡

ミスなども考慮して、今まで通りで良い。また、間違いがあった場合処罰はあるのか。 

関⻄⼤ タイムスケジュールの確認なども含まれるのか？＞１時間遅れなどの場合のみ。 

奈良⼤ 賛成 学連への連絡は、双⽅の⼤学で分からなくなった時に確認するため。最後

の⼿段を残すため、学連に連絡するべきである。 

甲南⼤ これまではどのようにしていたのか？＞メール、電話など連絡⼿段がバラバラ。

＞bcc で学連にも連絡なら証拠としておいておける。学連が第三者として監視している状

態にすればいいのでは。⼿段を決めるべきでは？＞学連の⽅からも連絡。bcc は学連内で

議論します。＞代案はなぜ取り合わないのか？＞研修会が終わらないので、既存のテーマ

のみ採決。意⾒は議事録でとっている。深く掘り下げることは時間的制約でできない。＞

来年度も同じことを繰り返さないためにも深く掘り下げるべき。＞アンケート⾃体は原⽂

のまま、多数決で決めていく。メールの⽅がいい、電話の⽅が早いなどテーマを議事録と

してためていくので意⾒はなるべくあげてほしい。 

京外⼤ 今ためている議事録→グーグルフォームなどで共有、後⽇アンケートをとって部

内で話し合い、その後アンケートを集める形式なら幅広く意⾒を取り⼊れられる。＞連絡

⼿段について後⽇アンケートを取る。 

（投票） （賛成）76.1％  （反対）23.9％ 

→双⽅連絡の義務を有するものとする。連絡⽅法は議事録を元に後⽇アンケートをとる。 

4. リーグ戦において王座出場決定⽅法の詳細を定める。 



補⾜ 現在規約に明確化されていないので明確化すべきではと考えている。今回、⼀部リ

ーグ戦において、三校の勝率が並んだが、王座出場校を的中率で決める事に疑問、また、

過去に順位決定戦を⾏った例がある。規約に関わることなので 2/3 以上の賛成が必要。 

⼤芸⼤ 反対 最終的に何で決めるつもりか？＞試合＞⼀回の試合で決めるのではなく、

的中率、つまりリーグ戦期間を通し、安定した的中を出せる⼤学が王座に⾏くべき。 

関⻄⼤ 賛成 天候や場所が違うため、コンディションが異なる。勝率が同じ時点でそれ

ほど⼒に差はない。関⻄の⼀位を決めるので、公式に試合をすべき。 

（投票） （賛成）97.7％ （反対）2.3％ 

→2/3 以上の賛成が得られたので規約の改正を⾏う。 

5. リーグ戦において，道場提供を断る場合は学校によって⽌められている理由と証拠を提⽰

することとする。そのため，学校から⽌められている以外での道場提供の拒否は原則とし

て認めないこととする。尚，事情によっては学連が検討する。 

補⾜ 試合会場の決定が遅れたため、提案。道場提供していただく⼤学に偏りが⽣じた。 

京園⼤ 反対 道場提供すると、半強制的に道場を開けなければならない。証拠とする物 

の範囲が不明瞭。加盟校の協⼒のもと⾏うべき。強制するよりはお⾦を払って道場を借り

た⽅が良い。 

甲南⼤ 反対 道場提供は積極的に⾏うべきであり、義務化はよくない。東⻄選⼿に練習

をさせてあげたい。例えば、道場提供で断るなら関戦の提供的増やす、道場提供すれば提

供的の数を減らすなど、積極的に道場提供を⾏いたくなる条件を提⽰してはどうか。 

⼤電通 事前アンケートで使⽤不可としている場合は該当するのか？＞⼤学の事情によっ

て提供できない場合は該当しない。 

阪⼤外 反対 ⼤学側から⽌められているわけではなく、はじめから外部の道場を使って

いる場合は該当するのか？規定の書式を⽤いた理由の提出は必要か？＞その部が提供でき

ない理由によるので、断⾔はできない。提出について、未定だが検討する。 

京都⼤ 賛成 各⼤学が勝⼿に断れるという状況は公平でない。 

⼤経⼤ 反対 “尚，事情によっては学連が検討する。” の⼀⽂があるせいで毎年判断する

必要がある。学連役員同様、加盟校の善意で成り⽴つべき。規則を作るのではなく意識改

⾰を⾏うべき。 

神外⼤ 総括して提案。あまり道場提供したくないなど、理由が不明瞭なものは避ける。

王座に関わる選⼿の有無は学連からも判断はできる。その旨を伝えた上で道場提供をお願

いすればよいのではないか。 

（投票） （賛成）44.9％ （反対）55.1％ 

→特に記載はしない。今後も道場提供にご協⼒ください。 



6. リーグ戦において，試合結果報告書の FAX での連絡をやめ，試合結果報告書の写真を副

委員⻑のメールアドレスに送ることとする。 

補⾜ FAXでのミスが多く、学連の業務に⽀障が出る。①スキャナーで読み取りPDFで提

出。②写真で画像として提出する。③学連側の⽤意するテンプレートに試合結果を打ち込

み、提出する。以上の三つを提案。 

①綺麗な画像として確認できる。FAXと違い、⽤紙サイズのミスはない。しかし、FAXと

同様⼿間。②場所を問わず、⼿間もかからないが、画像が不鮮明であった場合は再度提出

をお願いする。そのため⼿間が増える可能性がある。③画像は鮮明だが、打ち間違いが危

惧され、また扱える⼈間も限られる。 

３つの提案について。 

桃学⼤ 賛成 ③について、学連の⽤意したテンプレに打ち込むのは、間違いが起きやす

い。 

京園⼤ 反対 FAXのほうが確実であり、楽である。FAXするためのコンビニは探せばあ

る。①スキャナーがないので不可能。②写真は⾒にくい。③ネット環境が必要。⼈によっ

ては不可能。 

⼤芸⼤ 賛成 FAXと速達、どちらも⾏うのはなぜか？＞⼆重チェックだけでなく、郵送

事故があった場合の対策でもある。＞②に賛成。①について、個⼈でスキャナーある⼈は

少なく、コンビニのスキャナーの扱いは、FAXより⼿間である。③は時間がかかる。②に

は素早く⾏えるというメリットもある。 

（投票） （賛成）95.9％  （反対）4.1％ 

 

休憩 

３つの提案について採決 

※スキャンできるアプリがあるという指摘あり 



滋賀⼤ スキャンできるアプリについて、精度が保証されるのであれば、写真より断然良

い。 

■具体的な⽅法について。 

（投票） ①５票 ② 40票 ③ ０票 

→写真を撮って画像を提出する、に決定。リーグマニュアルに追記するのでご覧くださ

い。 

■規約改正の提案：関選を五⽉末に⾏う→５⽉〜６⽉の間 

甲南⼤ 兵選関係者と連絡は取っているのか？＞とっていない。アリーナの関係によって⽇が

前後する。 

（投票） （賛成）93.5％ （反対）6.5％ 

→2/3以上が賛成のため、規約改正。 

研修会事前アンケートへの返答（『研修会パンフレット』p.6〜） 

１.	新人戦について	

・	 阪大外	 新人戦出場規約の文面がわかりにくい。表現を変えてはどうか。＞善処しま

す。	

２.	記録会について	

・	 大芸大	 大芸の生徒の目の前を矢が通るかなり危険な行為があった。安全面を考えて

厳重な注意をしてほしい。＞善処します。	

３.	関選について	

・	 関西大	 選手登録の期日について。開催期間が遅れたなら、選手登録の時期も遅らす

対応をしてほしい＞できる限り対応します。	

・	 京教大	 ビニ的が使えない理由として、的中確認の関係とあるが、具体的には？＞枠

矢の場合、繊維がつながっているかが判断基準。ガムテープの強度によって変わって

しまう。また、カッターを用い、紙のみを切って確かめる場合もある。	

・	 天理大	 看的板の表示と放送が違う場合がある。選手は看的板を見るため、的中確認

により看的板から訂正があったという旨のアナウンスがほしい。また、制限時間につ

いて、旗だけでは選手から分かりづらい。３０秒前のアナウンスが欲しい。＞掲示板



にて、修正された個所が分かるよう、赤ペンで記載されているので、そちらをご確認

ください。制限時間については、学連役員が介添えの方に伝えているので問題ない。	

４.	リーグ戦について	

・	 関西大	 リーグ戦アンケートを行っているのであれば、何的立てられるか、道場使用

可能時間など詳しく調査するのはどうか。＞的数は調査している。使用可能時間につ

いて、考慮します。	

・	 大経大	 １部の入替戦にかかる大学について、５校中２校が降格の可能性があるのは

しんどい。提案として、２部 A,B 優勝校で試合した後、１部の 下位と戦う、または

１部 下位と 2部 A,B 優勝で三つ巴など。＞この状況下で勝ってこその１部であり、

王座にふさわしい。他代案は考えていない。	

・	 甲南大	 関学大の持ち的確認の疑問について、これは提案だと思う。＞下座側の大学

への確認は定められておらず、加盟校に一任している。	

・	 甲南大	 リーグ戦では紙的を使用すると定めるべき。＞検討します。	

・	 甲南大	 審判校がいない場合について、公平性を保つために、学連が審判を出すこと

はできないのか？＞対戦校同士で一名ずつ出せない場合には学連から出している。一

名ずつ出していることで公平性は保たれる、加盟校を信頼している。	

・	 関学大	 持ち的確認は審判が判断し、審判が決めた高さで行うべき。高さが決まら

ず、進行に支障をきたした例があるため、他のスポーツ同様審判の判断に任せる方が

良い。＞学連内で精査した結果、変えても良い。多数決を行う。リーグ戦マニュアル

に関わるので過半数で可決とする。	

■公式戦において持ち的確認は全て審判が行う。	

（投票）	 （賛成）43.5％	 （反対）56.5％	

→否決。持ち的確認は加盟校に一任。	

５.	研修会について	

・	 なし。	

６.	その他	

・	 阪大外	 すぐに治る可能性がある体調不良などの場合の対処を明文化してほしい。＞

自己責任であるため定めていない。主審、副審が二人いるので臨機応変に対応してい

ただきたい。	

・	 同志社	 メーリスに届けば主務が対応する流れになっているので、正式な手順で申請

してほしい。＞善処します。	

７．会議で取り上げると言っていた議題	

・	 射位の畳がふかふかで足踏みが沈むので板にしてほしい。【立命館】	



補足	 板を使う場合、新しく板を購入する形になるので関選参加費が上がる。	

立命館	 板じゃなくても良い。マットに直接立つのは不可能か？＞体育館の床の上に

シートをひいている。床は直接使用禁止なので設備上不可能。	

（投票）	 （賛成）55.3％	 （反対）44.7％	

→学連内で検討、業者と相談し、前向きに検討。板を購入した場合、参加費は確実に

上がります。ご了承ください。	

・	 延期の回数が何回を超えたら的中率で順位を決定するなど、今年度のリーグ戦の度重

なる延期を考慮して新たに規則を設けるべき。	

補足	 リーグ規約の改正に関わることなので 2/3 以上の賛成が必要。	

大芸大	 反対	 リーグ戦の１部の優勝校など、勝敗数で決めている。これらは規約と

矛盾する。ただし、伊勢の締め切りなどに間に合わない場合、的中率を判断材料にし

て良い。規定回とは何回か？＞伊勢の締め切りが前後するので明記できない。	

同志社	 反対	 大学ごとに試合回数が変わってくる。的中率にも関わるので公平性を

保つべき。	

（投票）	 （賛成）38.1％	 （反対）61.9％	

→規則は設けません。	

	

・	 女子 2 部リーグ第 2 戦（天理大対甲南大）を行った理由。【甲南大・立命館・関西

大】	

	

休憩	

立命館	 （『本学から貴連盟への〜』P.1①参照）なぜ、理由を把握せずに、公平性、公正性

かつ安全面に関わる決定ができたのか、また、その過程についての説明を求める。	

学連	 前日に、全試合を延期と連絡した後、天理大から試合をしてほしいと連絡が来た。その

際、学連は理由を尋ねたが、明瞭な理由を聞くことができなかった。翌日の試合を決めるとい

う切羽詰まった状況であった。学連が、理由を深く追及できなかったことに関しては、学連の

落ち度であり、反省している。	

立命館	 （『9 月 17 日	 平成 29 年度〜』P.4 上部参照）学連と天理大の電話のやりとりはは

どういうことか？	

学連	 予備週に試合ができないと確かに聞いた。学校行事があるという事は聞いていない。	

天理大	 天理大から学連役員に電話をした。天理大の自己都合であることは承知していたた

め、試合の延期の希望する旨を伝えた。事前アンケートと異なり、学校行事があると言ったこ

とに関して注意を受けた。そのあと、学連は甲南大に確認を取ると言った。	



学連	 『9 月 17 日	 平成 29 年度〜』P.4 下部参照）一れつ会に関するメールが届いたのはい

つか？	

天理大	 ここには記述されていないが、９月２０日。これは、試合の後であるが、試合がある

17 日以前からこの記念式は決まっており、天理大の監督に欠席連絡を口頭でいれている。この

記念式があったことを証明するためにメールを添付したため、メールの全容は載せていない。

メールが来る前から記念式があることは知っていて、該当者は監督に連絡していた。	

学連	 何人出席したのかは知らないが、学連はリーグ戦出場資格に置いて人数の下限を設けて

いない。人数が足りないからという理由も、一れつ会の話も聞いていない。	

天理大	 学連に電話した際、9月 17 日に強行しろとは言っていない。	

立命館	 学連は理由を把握していないと主張するが、関西大からの疑義照会によると、学連は

理由を把握していたことになっている。	

関西大	 実際のやりとりの文章がある。（SNS のやりとり資料配布）	

学連	 学連役員と関西大前女子主務とのやりとり。“天理が予備週に顧問の先生方の〜”の部

分は、他の大学の事情を天理大の事情と混同してしまい、天理大と関西大にあらぬ誤解を与え

てしまった。試合の事実を隠そうとしている印象を受けるが、学連の総意ではなく、個人の意

見である。天理大から、学校行事があるということは聞いてない。	

関西大	 学連と天理大、どちらかが嘘をついている。天理大に関しては、男子は関学大と試合

しており、本当に行事のために欠席する必要があったのか疑問である。学連に関しては、役員

の答えが曖昧であると感じる。	

天理大	 予備日に関学大と試合している。一れつ会の参加者、ゼミの行事があった人間は参加

してない。男子の試合は可能だったため行った。電話した学連役員から学校行事が何かを聞か

れていないから、学連は一れつ会の存在を知らなくて当然。SNS のやりとり内にあるような、

顧問の先生の講習会の話は全くしていない。また、電話の際、一れつ会とは言ってないが、学

校行事があるとは確かに言った。	

学連	 学校行事があるとは聞いていない。天理大の、部長顧問を筆頭とした過半数を超える部

員の署名入りの文書を本日受け取ったので読む。以下要約	

・天理大の審判 2名が遅刻。主審、副審が共に１回生。	

・女子責がゼミの課外授業を理由に台風接近にも関わらず、試合の強行を願い出た。	

・9 月 17 日の試合において、天理大女子一名の四立目の成績が 1中多い。	

甲南大コーチと当時天理大幹部学生の会話。	

・甲南大が的中のごまかしをあえて黙認した事	

・天理大監督の行動に幹部が謝罪していた事、	

・的中のごまかしについて、研修会で発表してほしい。	



立命館	 （『本学から貴連盟への〜』P.1①参照）なぜ、理由を把握せずに、公平性、公正性

かつ安全面に関わる決定ができたのか、また、その過程についての説明を求める。	

学連	 甲南大に事情を説明。試合を行っても良いと了承を得た。安全性も確保できていた。	

立命館	 （『本学から貴連盟への〜』P.2②l.3〜参照）“学連の主張として〜多大なる問題で

はないか。”	

学連	 甲南大には、危なかったら連絡するように言っていた。安全に配慮した。	

立命館	 安全配慮を委ねている時点で学連に問題がある。研修会パンフレット p.10	l.6“その

ような〜学連の存在意義が薄くなる”ことに矛盾。	

関西大	 学連の権限はどこまであるのか？安全配慮のスタンスを教えて欲しい。	

学連	 加盟校に委ねているわけではなく、加盟校の意思を聞いて学連が判断。天理大と甲南大

の話し合いを聞いて試合をするよう指示した訳ではない。また、交通の便を確認し、安全面に

問題はないと判断した。	

立命館	 前日の時点では、全試合延期という判断をしたのにそれを覆した理由は何か？	

学連	 天理大からの要望があり、甲南大の了承を得られたため。ただし、甲南大が台風の日に

試合を行いたくないといえば試合はさせなかった。	

立命館	 それは甲南大に委ねていることになるのでは？	

学連	 両校の意思がないと試合を行えないので、判断材料として両校の意思を聞いたまでであ

り、判断を委ねてはいない。両校の意思だけでなく、交通の便など、様々な要因を考えた。	

関西大	 警報が出ていた。経由地である大阪の交通機関が止まる可能性もあった。そこも考慮

したのか？	

学連	 台風の進行状況より、午前中の試合であれば行えると判断した。結果的にも無事行えた

のでこの判断は間違っていなかった。前日から、JR は翌日も運行すると発表しているし、証拠

もある。帰れない可能性もあるとも伝えている。判断材料としては十分。	

関西大	 無事行えたというのは結果論。甲南大に対し、帰れない可能性があると言っていたの

なら、そもそも行うべきではなかったのではないか。	

学連	 行わなければ、天理大学の不戦敗となる。可能な限りその状況を避けたかった。また、

天理大と甲南大の距離が遠く、試合を行う連絡をした後に、その判断を覆せば、それこそ両校

に迷惑をかけるため、行った。規約第 2条に基づいた判断である。	

立命館	 （『本学から貴連盟への…』p２（２）参照）規約第 35 条“公正でかつ適当な運用

“に抵触しているのではないか。第 2条の“連絡と親睦”という文言に依拠して、加盟校の個

別事情を尊重して業務を執行するという学連側の意見は、誤った判断であると考える。個別事

情を十分に把握した上で、その中で全体 適を考えて判断すべきであった。その際の 重要事



項が加盟校の安全性であると考えるが、学連はどう考えているのか？試合中止の判断を翻して

試合を行ったのはなぜか？	

学連	 試合当日に特に連絡はなかったため、できると判断した。学連、天理大、甲南大が試合

可能と判断し試合を行った。	

甲南大	 学連は前日に、全試合を延期すると判断し、その旨を全加盟校に伝えていた。そもそ

も学連が、試合をできると判断したことがおかしい。安全の確保ができていたという判断な

ら、午前試合は全て行うべきだった。天理大の個別事情を聞き入れ、１試合のみを行うという

判断が、公平性に欠ける。	

また、JR に関して、運行するという情報は出ていたが、本数を減らすともあった。大阪市に警

報が出ており、帰れない可能性もあった。そこを把握した上で、安全性があると判断したのな

ら、その判断は誤っている。電話の件も水掛け論。学連がどう反省し、対応するかが知りた

い。学連はメールで連絡するなどの規約を決めるべき。	

学連	 天理大と甲南大が試合を行うという判断は間違っていないと考えている。安全も確保で

きていた。	

甲南大	 ではなぜ午前試合全てを行わなかったのか。	

学連	 何校か道場が使えないとの連絡があり、行えなかった。	

甲南大	 元々試合は大阪大でやるはずだった。大阪大が危ないと考えた場所を通過してまで奈

良に行かなければならなかった。しかも午後試合が午前に変更されている。このことに公平性

があると考えられるのか。	

学連	 金曜日の時点で、大阪大の道場が使えないと連絡があった。天理大にとってホームなの

でリーグ編成上、午前に行った。	

立命館	 公平性について。（『本学から貴連盟への…』P.2③参照）『立命館大学殿…』

P.2(1)中の、“一部の試合を〜反省しております。”の部分に関して、全ての個別事情にいち

いち対応するという学連の担保の仕方は不適切。全ての個別事情にいちいち対応していたらき

りがなく、運営が立ち行かなくなるのでは？	

学連	 規約で特に決まっていないので、学連で話し合い対応した。もし、個別事情があればで

きる限り全てに対応する。両校が試合を行うといえば学連が 終的に判断する。	

甲南大	 加盟校は予備週をあけておく義務はないのか？	

学連	 規約に明記はされていないが、お願いしている。仮に試合が入れば、行えないため不戦

敗となる。	

関西大	 学連は事前アンケートに予備日に試合が可能としていた天理大への追及を行うべきだ

った。	

京都大	 学連：理由聞かなかったのは悪かったが、判断は間違っていなかった。	



	 	 	 加盟校：判断は間違っていた。	 	 	 投票してから議論を進めては？	

n 二校のみが試合を執り行ったことに関する学連の対応。	

（投票）	 （公平である）9％	 （公平でない）91％	

学連	 学連の判断基準と加盟校の判断基準に相違があった。今後繰り返さないためにも規約に

明文化したい。	

同志社	 今ある規約に則ると、学連の判断は間違っていたと 91％の加盟校が考えている。学連

の判断が不適切である以上、明文化云々の話ではない。	

学連	 こちらの非を認めた上で、これからどうするのか。学連と加盟校の意識の乖離を避ける

ために明文化は必要。対応策としてあげている規約改正案：“一度学連が下した試合は二度と

覆さないものとする。”	

同志社	 一度下した判断を覆さないとあるが、学連の公平性の概念に不安を感じているため、

賛成し難い。まずは学連側に、きちんと公平性の概念を持って欲しい。	

立命館	 非を認めて、規約を変えることは根本的な解決になっていない。今後につなげるつも

りはあるのか。反省し、根本的な解決につなげて欲しい。	

学連	 天理大と甲南大の試合を行ったという判断は間違っていないと考えている。今後のため

に判断基準を作りたい。	

立命館	 アンケート結果からも、第三者は間違ってると思っている。	

京園大	 規約を改正することで公平性を高めようとしているという旨のアンケート。非がある

ことを認めた上で、規約を改正、で終わらせてはならない。平等性の話に一から戻るのか？	

学連	 学連は、判断に公平性があったと考えている。ただ、加盟校の 91％が間違っていたと考

えている。判断基準の相違があり、これを埋めるための規約の改正と捉えている。	

	

休憩	

学連	 精査の結果、判断基準は誤っていた、非を認める。判断基準を一致させるために、新し

く基準を作る。	

n 一度学連が中止と判断した試合は二度と覆さないものとする。	

（投票）	 （賛成）97.9％		 （反対）2.1％	

→2/3 以上の賛成が得られたため、規約改正。	

立命館	 （『本学から貴連盟への…』P.2④参照）試合結果を不公表にした理由は？	

学連	 天理大や甲南大の試合結果によって後に行う試合に対するモチベーションの変化の可能

性を考慮した結果。意図せずして隠蔽のような形になってしまい、申しわけありませんでし

た。	

関西大	 『学連からの返答内容に関して疑問点〜』のプリントに沿って学連の見解は？	



学連	 １つ目→前日であるということもあって焦ってしまい、また、天理大から強く言われ、

早熟な判断をしてしまったことに関して、申しわけありませんでした。	

	 	 	 ２つ目→学連は 終判断者として今後も活動していく。	

関西大	 １つ目に関して、天理大は強く言ったのか？	

天理大	 予備週に試合ができないと断言していない。また、学校行事のため、9/17 に試合をし

たいと言ったが、強行しろとは言っていない。	

学連	 ３つ目→学連は安全と判断したが、結果的に加盟校の自己責任となってしまったことに

関して非を認める。	

	 	 	 ４つ目→前述の返答通り。	

	 	 	 ５つ目①→他の加盟校の情報と混同し、虚偽の発言をしてしまったことにより混乱を招

いてしまった。申し訳ありません。	

関西大	 混同したもう片方の案件はどうなったのか？同じようなことがあったのか？	

学連	 9 月１７日ではなく、別の日の話。他に対応した学連役員が解決した。	

５つ目②について（関西大が要求する天理大の処罰の件に関わるので）『研修会パンフレット	

平成 29 年度〜疑義に対する申立 p.6【指摘２-②】参照』	

学連	 関大の p.6 指摘２−２に関して。公平性のない試合が行われたため、第 79 条に抵触す

る。申し訳ありませんでした。	

規約の棄権に関しては、「8月 1 日以降の棄権は、即リーグ降格とする。」「棄権した大学は

優勝校になり得ない」ここで、優勝について話が及ぶ。つまり、リーグに参加している。よっ

て、ここでの棄権は、リーグ戦全体を通しての棄権だと学連は判断している。	

関西大	 8 月 1 日以前の試合に関しての記述はない。「棄権した大学は優勝校になり得ない」

に関しても、試合数などについては書かれていない。例えば、ある大学が第２戦のみ棄権しま

すという旨を 8月 1 日以前に報告していれば、リーグ降格にはならない。その大学含め、３勝

１敗の大学が 2校以上あれば、順位決定戦を行うことになるが、棄権をしているので、その学

校は優勝校にはなり得ない、という趣旨だと解釈している。	

学連	 ここでの棄権は全試合を指すのか、1試合だけなのかについてアンケートを取りたい。

来年度以降なのか今回も適応するかもアンケートをとる。現状として、これまでも 8月 1 日以

降に棄権した大学は多々あったが、降格にはしていなかった。	

同志社	 第 67 条①“ただし、不測の事態による棄権は、その内容を役員会で検討し委員会で

処分を決定する。”体調不良による人数不足は不測の事態に当てはまるので、これまでは降格

していなかったのでは？つまり、7月 31 日以前にわかっていた事案を、それまでに学連に報告

せず、8月 1 日以降のリーグに参加する意思を見せていたものの、8月 1 日以降に棄権した場

合、降格という解釈ではないのか。	



学連	 その通りです。関西大からの指摘５つ目の②について、隠蔽する意図はなかったが、非

を認める。関西大の指摘 2-2 とも重複するが、一れつ会が前々からわかっていたのなら、不測

の事態ではない。第 67 条について、実際は、天理大は棄権していないので、降格とはならな

い。しかし、棄権の可能性があったのに、リーグに参加したため、注意した。天理大と天理大

内部からの文書の内容が一致していない。	

天理大	 予備週には延期せずに、第 2週に行った。予備週に変更不可能な予定は入れたわけで

はなく、17 日にしたいと言っただけ。予備週が空いたので、一れつ会に参加していない人と、

ゼミの用事があった人（変更可能）が予定を変更し、浪速高校と試合を行った。	

学連	 部長顧問からもらっている資料もある。どちらを信じればいいのか。	

関西大	 事実が全て出揃っていない。当事者もいない。リーグ降格の話を進めている中、天理

大だけを非難するのはおかしい。	

甲南大	 “変更不可能な予定があるので予備週に行えない”	という連絡が学連と甲南大に来

ていたということは事実。予定が変更可能だったかではなく、天理大の言い分が規約第 67 条

③“正当な理由”に該当するかが争点。	

学連	 予備週が使えたかどうかに関しては、水掛け論。現段階では処分を下せない。天理大

に、予備週の予定が正当な理由に該当するか調査をしてもらう。天理大に一任はしない。	

関西大	 天理大と学連の言い分が食い違っていることが問題。学連に非がないかは調査しない

のか？両者とも調査すべき。	

学連	 天理大の資料をもとに喋っている。天理大の中で意見が分かれている。	

関西大	 他の役員が対処した云々がそのままでは不信感が拭えない。	

学連	 学連役員が、どこの大学の話で、誰が対処したか調査する。	

関西大	 学連役員の“他言するなよ”“バレてないならセーフ”などの発言に疑念が残る。	

学連	 この発言は、やりとりをした時点では公にすべきではないと個人的に感じたため。	

※保留になっている案件が多い。各大学から意見書を集める。	

	

２０：０４	 会議終了	

以上	


