
議事録	

第３０回研修会	

平成３０年１２月８日（土）		 	 於：近畿大学	 東大阪キャンパス	

	

	

配布書類	

・	 平成３０年度前期決算報告	

・	 平成３１年度リーグ戦編成	

・	 関西学生弓道連盟	 役員募集	

・	 関西学生弓道連盟について	 	

・	 男子４部-５部リーグ戦入れ替えについて	 	

	 	 	(奈良教育大学、京都府立医科大学、関西学連	 各１部)	 	 計７枚	

13:00 会議開始 

	

連絡事項	

・	 リクナビ登録について	

Ø リクナビ様への登録による協賛金を関選などの運営資金に回し、出場費軽減に繋げた

いと考えています。つきましては、幹部連絡先で対応させていただく予定です。登録

させていただくにあたって不都合がある大学様は副委員長メールアドレスまでご連絡

ください。	

・	 前期決算報告	

Ø 各収入・支出は概ね例年通りとなっております。何かご不明な点があれば総務長まで

ご連絡お願いします。	

・	 幹部連絡先について	

Ø メーリスで幹部連絡先のリストを流す予定です。不都合のある大学様は総務長までご

連絡ください。	

・	 連盟脱退校・新加盟校の承認	

Ø 梅花女子大学の脱退について、部員減少につき今後は同好会として活動するため脱退

を希望されました。(→47 校の承認)	

Ø 神戸親和女子大学の加盟(→49 校の承認)	



Ø 花園大学の加盟(→49 校の承認)	

Ø いずれも加盟校の過半数の承認が得られたので、脱退・加盟を正式に承認となりまし

た。よって、新加盟校様より一言ずつ御挨拶をいただきました。	

・	 関西学生弓道連盟のリーグ編成について	

Ø 今年度のリーグ戦結果により資料の通り、次年度のリーグ編成を決定しました。	

Ø 男子４部リーグの神戸市外国語大学と京都府立医科大学が同的中だったため、規約

第 88 条第二項②により A,B ブロックに分けました。また、新加盟校は規約第 89 条

により B,C ブロックに割り振りました。ご確認ください。	

・	 関西学生弓道連盟新役員募集について	

Ø 関西学生弓道連盟の活動内容の記載をしています。また、こちらの案内の対象は

新⼆回⽣となります。やる気のある⽅の応募をお待ちしております。資料をよく読

んでいただき、幹部のみでなく新二回生の意見も考慮した上で、役員選出のご協力

をお願いします。	

Ø 役員募集のアンケートは２/1(金)までに提出してください。尚、アンケート下の

「今後とも東海学生弓道連盟をよろしくお願いいたします。」は「関西学生弓道連

盟」の誤りです。失礼しました。	

	

研修会事前アンケートに関する回答（パンフレット p.４〜）	

※下記の内容以外の議題に関しましては、研修会パンフレットをご覧ください。	

１.	新人戦について 

• なし。	

	

２.	記録会について 

• 女子 40 射は少ないので 100 射にすべき【大教大】	

学連の見解	

・	 女子の役員が、40 射会終了後、100 射会会場に向かい、賞状などの作成を行う。こ

のような運営の関係上、100 射に変更することは難しい。	

・	 女子の体力面の問題が予想される。男子でも途中棄権する方はいらっしゃる。	

・	 増やすとしても 100 射ではなく 60 射までが現実的。	

事前調査の回答の開示（賛成意見）	

・	 今まで 40 射であった理由が知りたい。＞先に述べた運営の関係上です。	

・	 女子の体力面の問題から厳しいと思う。しかし、40 射より増やすことには賛成する。	

事前調査の回答の開示（反対意見）	



・	 他地域の女子記録会とあまり射数に差がつかない方が良いと思われる。男女の体力差

の問題も考慮して決定するべき。	

・	 試合などでも女子と男子の一次予選が違いますし、女子に 100 射は出来ない訳ではあ

りませんが少しきついと思います。	

・	 体力面の問題があると思うから。	

	

■女子の記録会を 60 射に変える。（規約に関わることなので、2/3 以上の賛成で可決。）	

（投票） 賛成 46.9% 反対 53.1% 

→今後も⼥⼦部の記録会は 40 射で運営致します。 

	

３.	関選について 

• 射位の板が滑りやすいので滑りにくい素材にしていただきたい。【関西大・立命館】	

学連の見解	

・	 昨年度の研修会において関選の射場に板を敷くことが決定したため、今年度の関選は

板を敷き、滑らないようにその上にシートを被せ養生テープで固定した。	

・	 学連としても実験的な試みであったため、加盟校の皆様に不満点・改善点を伺うこと

で来年度の関選をより良いものにしたい。	

事前調査の回答の開示（賛成意見）	

・	 板は滑すべりやすかったので畳のほうが望ましい	

・	 滑らない方向に畳を設置していただきたいです。	

・	 畳でも良いが、足踏みをした時に沈み込まないようにしてほしい。	

事前調査の回答の開示（反対意見）	

・	 去年床がずれたので対策をお願いします	

・	 板で良いが、今年度は被せたシートのズレが大きく、とても引きにくかった為そこは

何か改善してほしい。	

	

■畳に戻すべき。（過半数で可決。）	

（投票） 賛成 65.3 反対 34.7 

→次年度以降は畳に戻して運営いたします。昨年度研修会にて、畳が沈むので板に変更い

たしました。床の上に直接⽴つなどの⾏為は契約の関係上出来ませんので、ご了承くださ

い。 

	



４.	リーグ戦について 

• リーグ入れ替えの不公平の是正。【大経大・関西大】	

学連の見解	

・	 競争性を高めることで	1 部の学校が固定化することを防ぎ関西の学生弓道全体での

活性化、	レベル向上を狙いとしているため、現状のシステムのまま運営させていた

だきたい所存です。		

事前調査の回答の開示（賛成意見）	

・	 1 番だけがあげるべきだと思うから。	

・	 1 部から 6 部までを公平にして頂きたい。公平化についての回答が「固定化するこ

とを防ぐこと。」とするのであれば、1部リーグのみが、不公平となるのではない

でしょうか。1部から 6 部までの全てのリーグを公平にするため、上記の内容につ

いては、妥当ではないと考える。	

事前調査の回答の開示（反対意見）	

・	 現状のシステムでは、1部校だけしか王座に出場する権利を持たない。ならばその権

利対するリスクがあってしかるべき。	

・	 このリスクがない方が不公平なのではないか。	

・	 少しでも 2 部以下の大学が王座に出場できる可能性を増やす意味でも今のままが妥当

と考える。	

	

大経大	 賛成。活性化を図るのではあれば、１部以下も５校中２校が入れ替えを行うよ

う、ルール改正をした方が良いのではないか。	

大教大	 ブロックに 4 校以上所属していれば良いが、例えば女子 5部 B だと 3 校しか大学

がないので、そのうち 2校が入れ替えにかかるのは厳しい。	

大経大	 5 校揃うリーグ編成に関して、2校の入れ替えを行えばいいのではないか。	

関西大	 賛成。1 部校は二勝二敗で 4位となった場合、負け越していないのに入れ替え戦

にかかるのは勝負の世界として正当ではないと考える。	

	

■一部校の入れ替え戦にかかる校数を一校にすべき。（規約に関わることなので、2/3 以

上の賛成で可決。）	

（投票） 賛成 24.5% 反対 75.5%	

→現状のシステムのまま運営致します。	

	

• 時間制限を設けてもいいのではないか【滋賀大】	



学連の見解	

・	 特に反対する理由がない。東海リーグでは 1立 15 分の制限時間を設けている。	

・	 メリットとしては極端な遅延行為を防ぐことができる。	

・	 デメリットとしては審判への負担の増加、審判が万が一測り忘れた場合どう対応す

るべきなのかなど。	

学連	 東海学連では、規約ではなく審判要綱に定められており、制限時間超過による懲罰

は回数によって決められています。関西学連で導入する場合も、懲罰について規定しなけ

ればならないことをご了承のうえ、ご検討ください。	

	

■リーグ戦の立に制限時間を設けるべき。（規約に関わることなので、2/3 以上の賛成で

可決。）	

（投票） 賛成 47.7% 反対 52.3%	

→制限時間は特に設けません。特に男子のリーグ戦は八人立であるため、時間もかかりま

す。円滑に進められるよう各大学ご協力ください。	

	

• 今年度の王座より 20 射試合において選手交代が 5本目から認められるようになったため

関西のリーグ戦においても王座と合わせる形で 5本目からの選手交代を認めるべき。【立

命館】	

学連の見解	

・	 特に反対する理由がない。	

事前調査の回答の開示（賛成意見）	

・	 慣例的に選手交代が 9本目以降となっている点を除けば、5本目から選手交代をす

る事に問題は無いと思われる。	

	

■王座に合わせて 5本目から認めるべき。（規約に関わることなので、2/3 以上の賛成で

可決。）	

（投票） 賛成 83.3% 反対 16.7%	

→新人戦の後半、20 射の試合から適用させていただきます。	

	

５.	研修会について 

大教大	 資料は受付などで 初に配っていただきたい。	



学連	 申し訳ございませんでした。今回のリーグ編成の資料に関しましては、脱退加盟の

承認を頂いてから配らせていただきました。その他の資料の配布につきましては、改善い

たします。	

	

６.	その他 

• 特になし	

	

関学連からのお願い	

ここで、学連からのお願いが 3点ございます。	

• 連絡は基本的にメールで行ってください。内容を関学連が把握するため、cc で委員長の

アドレスを入れて、共有するようにしてください。そうでない場合、正式な連絡として扱

うことが難しくなります。	

	

• 結果報告書について、選手全員の的中の内訳は必ず全て書いてください。交代の選手も同

様です。交代があった場合の記入方法はややこしので、記入例を改善致します。	

例えば的中上位者の場合、東西の監督にお送りしており、何本目を抜いたかなどがわかる

必要がございます。試合校に確認を取ることもできますが、審判の結果報告書が一番正式

になるべきであると考えております。また、立ち順届に関して、名前の漢字間違いや学年

間違いも多くございました。その日のうちに速報ブログに載せる必要がございます。審判

員は提出された届通りに書くしかないため、ご自身の大学の選手の名前、学年には責任を

持って、届にご記入ください。	

	

• リーグ戦アンケートで提供可能とお答えくださった日程は、提供できるものとして道場提

供依頼を行っております。断られてしまいますと、他の候補を探すところからやり直すた

め、関係校への連絡も遅くなってしまいます。今回、大学への申請期間が過ぎてしまい、

提供できないと行ったケースもございました。そのため、来年度以降のリーグ戦アンケー

トに、申請期間についての記入欄を追加しようと考えております。しかし、部員が揃わな

いなどの理由でのお断りはご遠慮ください。また、残留が決まった大学様には入れ替え戦

の会場を依頼することが多くなることをご了承ください。	

	

15:15	まで休憩	

	

• 試合的にビニール的を使用したい。【立命館】	



学連の見解	

・	 基本的に反対。	

・	 試合においてビニール的と紙的が混在するのは的中判定の観点からよくない。	

・	 大学によってビニール的の貼り方に差がある。	

・	 的中確認の難しさ。（的枠とテープの間に入った矢の扱い）	

・	 確認は下級生が行う大学が多いと思わる。正しい判断ができないという事態が予想

される。	

・	 妥協案としては付矢的をビニール的にすることを全面的に認め、明文化する。（付

矢的は紙的でなければならないという決まりはない。）	

事前調査の回答の開示（賛成意見）	

・	 紙的をはることへの負担の他に、移動の際にビニール的に比べて破れるやへこむ等の

リスクが高い。	

・	 見た目に違いはないので、準備に時間のかかる紙的である必要性を感じないから。	

・	 女子の試合で道場提供をする場合、付け矢的 6的×2,試合的 4 的×2,的出し 1 的,予

備の的も 2 的程用意した場合、23 的近く必要になる。リーグ戦は毎週あることもある

ので、人数の少ない大学は負担になると考える。付け矢的だけでもビニール的にする

など、妥協点があると負担が減ると考える。	

事前調査の回答の開示（反対意見）	

・	 道場提供校の的だけでは試合に数が足りず対戦校が的を貼って持って行く場合に、

ビニールと紙的が混在していると的の見え方等に差が出る可能性がある。	

・	 紙的とビニール的両方が使用できる状態では、判定に差が出る可能性もあるため、

全ての試合を統一した的で使用すべきだと思うから。	

・	 ビニール的を試合に用いてしまうと、全試合、全試合会場での的中審判に差が生じ

てしまうと考える。	

	

学連	 公式戦で使用する的とあるが、これはリーグ戦だけを指すのか、それとも関選など

の大会も含むのか。	

立命館	 リーグ戦のみを指している。	

学連	 もしこの議題が通った場合、リーグ戦の的についてのみ規約に追記することにな

る。	

関西大	 反対ではないが、近隣住民との関係で大きい音を出せない。道場によっては紙的

も許可していただきたく思う。	



学連	 試合会場によって的の種類が違うといった、条件が異なる事態は避けたいため、混

在は認められない。	

甲南大	 反対。ビニール的使用時に的中確認のミスがあった。テープだと、的枠にかんで

いるかどうかが分かりにくい。女子の試合は、使用する的数が多いという意見があった

が、試合的だけなら負担も少ない。紙的を貼る際の負担は、大学内での貼り方の基準を下

げるなどの対策は取れるため、ビニール的に変更する必要はない。	

立命館	 貼り方について、全体で貼り方を統一すれば、解決すると考える。的中が分かり

にくいという意見に関しては、意見が食い違う場合、主審副審や両校主将による確認を行

う、学連に写真を提出する、などの対策が取れる。手間はかかるが、練習時間や課題など

の時間が確保されるのであれば、その一手間をかける意味はあるのではないか。	

甲南大	 手間かけるのは大事だが、その手間をかけないためにも紙的にした方が、中り抜

けの判定がしやすいのではないか。	

	

■リーグ戦でビニール的に統一すべき。（規約に関わることなので、2/3 以上の賛成で可

決。）	

（投票） 賛成 21.7% 反対 78.3% 

→試合は紙的を使⽤してください。ご負担かと思いますが、付⽮的にビニール的を⽤いる

などの対策を⾏ってください。つけや的はビニール的でも良いということは明文化しま

す。リーグ戦マニュアルに一行追記致します。	

	

• 奈良教育大学様による処罰要求	

奈教大	 報告書参照。	

京府医	 報告書参照。スケジュールの連絡について、前日は遅すぎるので、水曜ないしは

木曜には送るように連絡してほしい。また、規約第４６条懲戒処分について、過失とある

が、それはこの事態を意図的に行なった場合である。意図的に行なったという事実はない

ため、本学は罰則に当たらないと考える。	

学連	 報告書参照。	 訂正	 資料 p.2	 10 行目	 28 日に→27 日に	

京府医	 本学の報告書 p.1 より、学連からの『今後の流れについて』というメーリスで、

入れ替え戦の日程の設定自体がほとんどの場合、矛盾していることに対して説明してほし

い。	

学連	 男子の 1 部、3 部以外は、21 日または 28 日まで本戦が残っており、本戦が終わった

ブロックとそうでないブロックが混在しているという状況であった。早く今後の流れを加



盟校の皆様に伝えなければという思いからこのメーリスを作成したが、少々の焦りもあ

り、日程のずれに気づかないまま送信してしまった。申し訳ございませんでした。	

奈教大	 学連の報告書(p.1 下から 5 行目)にあるメールについて、主語はないとあった

が、その後の文に、男子 5部 A という記述があった。それにも関わらず気づかなかったの

か。	

京府医	 この報告書は省略して書かれている。入れ替え戦に関しての主語はなかった。	

学連	 こちらでもメールを確認したところ、審判校に関しては男子 5部 A という記述があ

ったが、入れ替え戦に関しては主語が抜けていた。	

京府医	 この件に関して、委員長様の文面が一方的に悪い訳ではなく、違和感があったも

のの確認を怠った点に関して、本学も反省している。	

学連	 このメールで伝わるだろうという慢心はあった。学連にも責任はあると認識してい

る。	

奈教大	 15 日のメーリスには食い違いがあったが、22 日に送られたメールでは、対戦表が

添付されており、奈教大対京府医の試合も明記されていた。なぜ後者を信用しなかったの

か疑問が残る。	

京府医	 15 日のメールを全面的に信頼する形になってしまった。断りもなしに、はじめに

設定した試合と異なる日程で試合を行うことはないだろうと考えていた。表については、

今後の入れ替え戦を全てリストアップしたものと考えた。また、そのメールは審判校と道

場提供校のお願いとなっており、確認不足は本学の責任であるが、15 日のメールを信頼し

てしまったという点はご理解いただきたい。	

奈教大	 25 日にも 28 日の入れ替え戦に関してのメールは受け取っているとあるが、２日

間猶予があったにも関わらず気づけなかった理由が知りたい。また、事が発覚した夜に、

弓具を取りに行くことはできなかったのか。家が近い部員に頼むなどの対策も取れない状

況だったのか。	

京府医	 25 日に受け取ったメールに関しては、入れ替え戦があると判断できる内容であっ

たと考えている。15 日のメールを信頼しており、また、もし 28 日に試合があるならば、

経験上、道場提供校から既に連絡が来ているはずだと考えていた。25 日のメールに関して

は、本学の責任であると考えている。	

二つ目の指摘に関して、本学の部員は、28 日に試合はないと認識しており、帰省している

部員もいた。また、本学の道場は、８時半ごろに施錠され、しかも大学から遠いところに

ある。メールを受け取った時刻から、弓具を取りに行くのは現実的ではないと判断。ま

た、開門の時間も決まっており、弓具の回収は出来なかった。帰省している部員もおり、

試合を行うことは難しいと判断した。	



奈教大	 リーグ戦の事前アンケートに関して、28 日に空いていると回答しているのに、帰

省する部員がいたとはどういうことか。部活、リーグを軽んじていると思われる。この点

に関して、主将または部員からの注意はなかったのか。	

京府医	 27 日夜の時点で、28 日に試合はないと判断しており、そこから試合の準備をする

ことは難しい。	

京府医	 先ほどの指摘に対して、責めるつもりはないが、11/4 にも試合がある可能性があ

ったにも関わらず、奈教大は人数不足で不利だったという指摘をされている。この点にお

いてはどうか。	

学連	 補足。28 日は４年生の方にお願いし、8名確保する事ができたが、４日の試合の出

場者は７名だった。	

奈教大	 指摘した当時は感情的になっていた。理由としては、京府医側が、人数が足り

ず、弓具が用意できないので翌週にしてほしいと主張するのであれば、本学も人数は足り

てないためそう指摘した。人数が足りないからといって言い訳するつもりはない。人数は

足りないが、4日に試合はできるというのは間違いではない。責任を負う負わないなど、

京府医はどうされたいのか。	

京府医	 今回に関して、本学の対応不足もあり、反省したいと思う。今回の件について、

本学のミスもあったが、15 日のメールという学連のミスから始まったと考える。その結果

起こった問題に対して加盟校が試合停止処分などの罰則に課されるのは重すぎると考え、

無しにしてほしいというのが本学の意見。本学の確認不足だったことに関して、反省はし

ている。	

学連	 両校に疑問がないのであれば、ここから学連の提案をさせていただきます。	

規約第 46 条の過失に値するかどうか、加盟校の方々に伺いたい。15 日のメールによって

混乱を招いた事や、個別のメールをしたとはいえ、伝わりづらい内容であったことに関し

て、学連の責任は重いと考えている。申し訳ございませんでした。	

規約第 46 条より、過失と認められない場合、処分は無し。過失と認められた場合、処罰の

審議に移る。処罰内容は、反省文、その後関選までの出場停止を提案する。	

	

■京府医に対する処罰をするか。（規約に関わることなので、2/3 以上の賛成で可決。）	

（投票） 賛成 38.3% 反対 61.7% 

→処罰無し。 

 

学連 このような問題が起きたのは、学連の設定した⽇程のずれや分かりにくい説明が原

因でございます。申し訳ございませんでした。今後、決定事項はなるべく早くお伝えしま



す。また、お送りする⽂章は、学連内で共有しチェックするなどの対策をとり、分かりや

すい連絡を⼼がけます。今後とも宜しくお願いします。 

また、パンフレットにございます、後期活動予定表については、メーリスにて配布させて

いただきます。	

	

関西学院大学様よりお知らせ。	

2 月末に関学大にて懇親射会を行います。改修工事のため詳しい日程は、確定していませ

んが、決まり次第 HP、twitter などでお知らせいたします。奮ってご参加ください。	

	 17:25	会議終了	

以上	

	

 


