
平成 28年度中四国学生弓道連盟代表者会議議事録 

 

 会議日時：平成 29 年 8 月 28 日 13:00～ 

 場所：ホテルグランヴィア岡山 

 出席：岡山県立大学、岡山商科大学、岡山大学、岡山大学医学部、岡山理科大学、川崎医

療福祉大学、ノートルダム清心女子大学、島根大学、公立鳥取環境大学、鳥取大学、

広島経済大学、広島工業大学、広島国際大学、広島修道大学、広島女学院大学、広

島大学、広島大学医学部、下関市立大学、山口大学、愛媛大学、聖カタリナ大学、

松山大学、香川大学、高知大学、四国大学、徳島大学、徳島文理大学徳島校、鳴門

教育大学 

 

1. 定足数の確認 

中四国学生弓道連盟委員長(以下：委員長)「定足数の確認を行います。―本日は３分の２

以上の出席があるため、本会議での決議は有効とします。」 

 

2. 平成 28 年度中四国学生弓道連盟会計報告 (会計 澤より) 

会計「平成 28 年度は、収入が合計 4,082,273 円、支出が合計 1,293,157 円となりました(詳

細は当日配布した資料をご参照ください）。」 

委員長「この会計報告を承認される方は挙手をお願い致します。―過半数の方が挙手され

ているため、この会計報告は承認されました。」 

会計「続きまして、平成 27 年度中四国学生弓道連盟会計報告の訂正に関して報告させて

いただきます。前回の代表者会議で承認されました『平成 27 年度中四国学生弓道連盟会

計報告』に関して訂正がありましたので報告いたします。具体的には、以前全日本学生弓

道連盟へ行った資金援助の返金額が含まれておりませんでした。以下がその訂正部分とな

ります(詳細は当日配布した資料をご参照ください）。続きまして、平成 29 年度中四国学生

弓道連盟会計予算書の報告をさせていただきます(詳細は当日配布した資料をご参照くだ

さい）。」 

委員長「それでは、この平成 29 年度中四国学生弓道連盟会計予算書を承認される方は挙

手をお願い致します。―過半数の方が挙手されているため、この会計予算書は承認されま

した。」 

 

3. 第 65 回夏季中央委員会結果報告 (副委員長 鈴木より) 

(詳細は当日配布した資料をご参照ください） 

副委員長「平成 29 年 8 月 16 日に行われた第 65 回夏季中央委員会(於：神戸)の報告を致

します。1 つ目は、Web 関連の変更についてです。全日本学生弓道連盟ウェブサイトの URL



と、問い合わせ用メールアドレスが変更されましたので、確認の方をよろしくお願いいた

します。特に、問い合わせ用メールアドレスの変更についてはよく注意をするようにお願

いいたします。2 つ目は、年間予定表の掲載についてです。全日学連の役員交代が 9 月に

行われますが、それに合わせて全日学連のホームページに年間予定表の掲載が予定されて

おります。大会日程の確認などを、適宜参考にするようにしてください。3 つ目は、新歓

紹介文に関してです。加盟校の皆様にはすでに連絡を差し上げていますが、新歓紹介文の

提出を改めてよろしくお願いいたします。新歓紹介文は全日ホームページに掲載されるほ

か、来年度のインターハイにおいて配布を予定しております。部員数減少や経験者不足に

悩んでいる大学、さらなる部員増加を望む大学の皆様は、ぜひともこの機会をご利用くだ

さい。詳しくは中四国学生弓道連盟ホームページの「各種データ」からご覧ください。4 つ

目は、全日本大会についてです。まず始めに、選手登録についてです。選手登録システム

の利用方法については、全日本学生弓道連盟のホームページに掲載されている大会選手登

録マニュアルを参照してください。また、注意事項についてよく目を通し、質問等ござい

ましたら、上記の変更後の問い合わせメールアドレスまで連絡するようにお願いいたしま

す。なお、今回の全日本大会では登録名、学年の誤入力が多発しました。登録後は、部員

登録時に登録したメールアドレスに確認メールが全日学連の方から配信されるようにな

っておりますので、そのメールが届き次第、再度選手情報の確認をするようにお願いいた

します。続いて、今年度の全日弓道選手権大会の個人予選通過率についてです。各地域の

予選通過率は以下の通りとなっております。中四国地区については、昨年度は 15％以上だ

ったのですが、今年は 15%以下となっており、少々減少したという結果になりました。次

に、参加賞についてです。今年度の参加賞は去年と同じく、タオルではなく雑貨(付箋)に

しました。次年度参加賞についてですが、全日学連では参加賞の案やタオルのデザインを

各地区の加盟校から募集しています。色やサイズなどの詳細は『たおる本舗』までお願い

いたします。記載事項や投稿先につきましては、以下をご参照ください。期限は 3 月末ま

でとなっております。5 つ目は、伊勢大会規約の改正についてです。女子王座の競技方法

に関して、夏季中央委員会において、伊勢大会規約第 79 条「試合は、各校三名(外補欠二

名)一、二回戦各自八射計二十四射、決勝各自十二射計三十六射を原則とする。」という規

約が、「試合は、各校三名(外補欠二名)一、二回戦各自十二射計三十六射、決勝各自二十射

計六十射を原則とする。」という風に改正されましたので、確認の方をよろしくお願いいた

します。6 つ目は、企業連携 with リクナビ、マイナビについてです。学生弓道連盟では

2014 年からリクルートと提携を行っており、2016 年からはマイナビとも提携を行ってお

ります。メリットとしては体育会の学生は就活の動き出しが遅く、後れを取りやすくなり

がちですが、登録することで早い段階から就活に触れ、有利になれるという点が挙げられ

ます。それぞれの登録方法は以下の通りとなっていますので、ご確認の方をお願いいたし

ます。なお、協賛金は全日インカレの運営費に充てられます。最後に、全日本学生弓道連

盟からの連絡や確認事項につきましては、上記のホームページやブログを参照するように



お願いいたします。また、直接の連絡はメーリスに登録されているアドレスへ送信される

ので、幹部交代に際して、引継ぎを確実に行うようにしてください。以上で、第 65 回夏季

中央委員会結果報告を終わります。」 

 

4. 確認事項 

4-1 中四国学生弓道連盟年間連絡予定 

委員長「別紙『中四国学生弓道連盟年間連絡予定について』をご覧ください。こちら予定

が記載されておりますが、あくまで目安ですので随時変更される場合があります。最新の

情報に注意するようにお願いいたします。また、こちらのデータに関してはホームページ

にも掲載する予定ですので、ご利用ください。近々の日程が決まった予定としては、10 月

19 日～21 日に中四国学生弓道選手権大会が広島にて行われることと、3 月 14 日～15 日

に中四国学生弓道新人戦が広島で行われることです。中国学生弓道競技大会、西日本学生

弓道選手権大会の日程等につきましては、決まり次第ご連絡させていただきます。」 

 

4-2 主管ローテーション、大会主管について 

委員長「別紙『中四国学生弓道連盟主管ローテーションについて』をご覧ください。こち

らには中四国学生弓道連盟の主管ローテーションが載っております。下線部につきまし

ては、こちらからの依頼に関して正式に決定したものですので、下線部以外のものが予定

ということになります。ローテーションする地区に関しては、下の方を参考していただき

たいのですが、第 65 回中四国学生弓道選手権大会の 2019 年の主管校である徳島大学さ

んから、主管の変更の申し出がありました。こちらに関しては議題にて取り扱わせていた

だきます。議題において決定しましたら、こちらの方で新たな主管ローテーション等を連

絡いたします。中四国以外の新人戦や中国大会、西日本大会に関しては、概ねこの通りの

予定となっておりますので、ご確認ください。」 

 

 4-3 中四国学生弓道連盟主催大会における監督について 

 委員長「別紙『第 63 回中四国学生弓道選手権大会における監督について』をご覧くださ

い。こちらの用紙に関しては、中四国学生弓道選手権大会の主管である広島大学さんの方

にお願いして、すでに事前に各大学の方に配布させていただいておりますので、この場で

は確認のみとさせていただきます(詳細は当日配布した資料をご参照ください）。」 

 

 4-4 各大学への連絡について 

委員長「別紙『各大学への連絡について』をご覧ください。現在、個人のメールアドレス

を連絡用メールアドレスとして使用されている大学へ連絡が行き届かないことや、新幹

部の方のメールアドレスが分からずこちらから連絡できない事態が多々起きております。

そこで、本連盟からの連絡を確実に行うため、各校で弓道部専用のメールアドレスを作成



していただき、それを今後引き継いで使用していただきたいと考えております。現在すで

に弓道部専用メールアドレスを使用している大学は引き続き使用していただいて問題あ

りませんが、専用アドレスをお持ちでない個人のメールアドレスを使用されている大学

の方はお手数ですが作成していただくようお願いします。それに伴いまして、全大学の方

から新連絡先を提出していただくことになります。提出先に関して詳しいことは以下を

ご参照ください。期限が 8 月 31 日までとなっております。少し期限が短いですので、ギ

リギリにならないように余裕を持って提出していただければと思います。連絡先に変更

等がない、すでに弓道部専用メールアドレスを使用されている大学の方も提出のほどを

よろしくお願いいたします。どうしても大学専用メールアドレスではなく、個人専用メー

ルアドレスを今後も引き続き使用していきたいという大学の方は、こちらの方に連絡し

ていただきますと、対応いたしますのでご連絡のほどよろしくお願いいたします。」 

 

5. 次期役員の選出 

委員長「連盟規約に従い、次期委員長の選出を行います（別紙参照）。次期委員長は出席校

の過半数の承認で議決されます。その後、各種専任委員の選出、紹介を行います。学連よ

り次期役員として以下の者を推薦いたします。まず、会長職に関してです。会長職に関し

ましては、現職の中村隆夫先生に次年度も引き続き務めていただきたいと考えております。

中村隆夫先生が次期会長になることを承認される方は挙手をお願いします。―過半数以上

の承認が得られましたので中村隆夫先生が次期会長に決定致しました。次に次期委員長に

関してです。私は、次期委員長に岡山大学 3 年の鈴木恒志を推薦いたします。鈴木は何よ

りも実直な人物でありまして、決して妥協等を許しません。そのような妥協を許さない姿

勢で必ず中四国地方をよりよい地区に発展していくことができると思いますので、鈴木を

次期委員長として推薦させていただきます。鈴木が次期委員長になることを承認される方

は挙手をお願いします。―過半数以上の承認が得られましたので鈴木が次期委員長に決定

致しました。それでは次期委員長から抱負をお願いします。」 

鈴木「高いところから失礼いたします。次期委員長に任命していただきました、岡山大学

3 年鈴木恒志と申します。抱負といたしましては、各加盟校のみなさんとの、より密接な

協力というものを掲げまして、より中四国の弓道の発展に勢いづければと思っております。

これから 1 年間よろしくお願いいたします。」 

委員長「それでは引き続き、副委員長の推薦を行います。」 

副委員長「私は、次期副委員長に岡山大学 2 年の馬杉直樹を推薦いたします。馬杉は非常

に行動力のある人間で、副委員長になったならば学連の円滑な運営や、より大きな発展に

寄与してくれると私は信じております。」 

馬杉「次期副委員長に承認していただきました、岡山大学 2 年馬杉直樹です。様々な仕事

があると思いますが、1 つ 1 つの仕事を丁寧に真心込めてやっていきたいと思います。ま

た、中四委員長の影としてサポートに徹していきたいと思います。よろしくお願いします。」 



委員長「それでは引き続き、専任委員の方の推薦を行います。まずは次期書記の推薦を行

います。現書記の若山が欠席していますので、代わりに副委員長の鈴木から推薦のほどを

よろしくお願いします。」 

鈴木「それでは、現書記の若山の代わりに推薦文の方を代読させていただきます。『私は、

次期書記に岡山大学 2 年の岩田奈穂子を推薦いたします。岩田は日頃の部活動において先

輩のアドバイスをよく聞き、自分で工夫し熱心に練習しており、またその集中力も非常に

優れたものとなっております。この熱心さと集中力を書記の仕事に生かしてくれると信じ

て、私は岩田を推薦いたします。中四国学生弓道連盟書記若山亮』」 

岩田「中四書記に承認されました、岡山大学 2 年の岩田奈穂子です。このような大きな役

職に就くことは初めてなので、戸惑うこともたくさんあると思いますが、自分の仕事に責

任を持って精一杯取り組ませていただきます。よろしくお願いします。」 

委員長「それでは引き続き、次期会計の推薦を行います。」 

会計「私は、次期会計に岡山大学 2 年の南波寛人を推薦いたします。彼は普段の練習に熱

心に取り組み、また経済学部生として会計学を専攻しており、その知識を生かせるのでは

ないかと思っております。」 

南波「中四会計に承認されました、岡山大学 2 年の南波寛人です。学連のお金を預からせ

ていただく立場として、責任を持って取り組ませていただきます。よろしくお願いします。」 

委員長「総務に関しましては、現会計の澤高志と現書記の若山亮がそのまま持ち上がりま

して、総務の方を務めさせていただきます。それでは次期役員に関しましては、記載の通

りになります。まだまだ至らぬ点が多々あると思いますが、これから新役員としてよろし

くお願いいたします。」 

 

6. 議題 

 6-1 規約の改正 

 委員長「本連盟規約により、代表者会議出席校の 3 分の 2 以上の同意で改正となります。

まず 1 つ目は、西日規約にのみ表彰に関する規約が定められていますが、他大会では定

められていません。そこで他大会においても同様に以下の通り提案いたします。また、各

大会におきまして、射技において優れている選手への表彰に関しまして名前がばらばら

になっておりますので、これを機に全日本学生弓道連盟を参考に『優秀射士賞』で統一と

いうことで提案させていただきます。以下、提案させていただく案になります(詳細は当

日配布した資料をご参照ください）。表彰内容に関しましては現行のものにのっとってお

りますので、特に今までとの変更があるということはございません。それでは各種表彰規

約に関しまして承認される大学の方は挙手をお願いいたします。―３分の２以上の賛成

が得られましたので本提案を可決とします。続きまして 2 つ目は、現在の新人戦におけ

る個人予選についてです。新人戦における個人予選では第一次予選、第二次予選というも

のは存在しておりません。しかし現規約におきましては、一次予選、二次予選という風に



記載されております。これは現状とそぐわないので、こちらの方を新たに提案させていた

だきます。以下、提案させていただく案になります(詳細は当日配布した資料をご参照く

ださい）。こちらの改正に関しましては、特に競技上の変更があるわけではございません

のでご注意ください。それでは新人戦の規定に関しまして承認される大学の方は挙手を

お願いいたします。―３分の２以上の賛成が得られましたので本提案を可決とします。団

体の二立目に関しましては、主管校の方にお任せするという形でとろうと思っていたの

ですが、これでは少し分かりづらいということもありますので、こちらの方で二立目に関

しまして記載するか記載しないか話し合い等を重ねていきたいと思います。基本的に今

までの感じからすると、団体の二立目は個人予選二立目を兼ねているということですの

で、そのように明記するかはこちらの方で考えさせていただきます。」 

 

 6-2 個人情報の取り扱いに関して 

 委員長「別紙『中四国学生弓道連盟における個人情報保護に関する方針』をご覧ください。

現在本連盟主催の大会におきまして、大会パンフレットやホームページなどに氏名、学年

等を記載しておりますが、これに関しては例年了承等を伺わずに行っておりました。です

がこれは、近年プライバシーを重視している社会情勢にそぐいませんので、当連盟として

個人情報の保護方針として個人情報に関する取り扱い方を提案させていただきます。5 分

ほど時間を置きますので、資料に目を通していただきまして、ご意見等ございましたら 5

分後にお願いいたします(詳細は当日配布した資料をご参照ください)。―それでは一通り

目を通していただいたと思いますので、こちら『中四国学生弓道連盟における個人情報保

護に関する方針』に関して何かご意見や質問等がある大学の方は挙手をお願いいたしま

す。(―なし)―こちらに関しましては、規約等に記載するというわけではございませんの

で、あくまで承認という形をとらせていただきます。それでは、この提案を承認される方

は挙手をお願い致します。―過半数の方が挙手されているため、この提案は承認されまし

た。施行につきましては、役員交代と同時期の 9 月 1 日より施行させていただきます。」 

 

 6-3 旅費(交通費、謝費)に関して 

 委員長「別紙『中四国学生弓道連盟 旅費規定(案)』をご覧ください。現在、本連盟主催

の大会におきましては、先生方や OB の方などに多数ご出席していただいておりますが、

大会ごとに交通費や謝金の支払いにばらつきがあります。そこで本連盟に関する交通費、

宿泊費、謝金をまとめて『旅費』として扱い、旅費規定として提案させていただきます。

こちらも先ほどと同様 5 分ほど時間を置きますので、資料に目を通していただきまして、

ご意見等ございましたら 5 分後にお願いいたします(詳細は当日配布した資料をご参照く

ださい)。―それでは一通り目を通していただいたと思いますので、こちら『中四国学生

弓道連盟 旅費規定(案)』に関して何かご意見や質問等がある大学の方は挙手をお願いい

たします。」 



 岡山商科大学「交通費、宿泊費、謝費ふくめて旅費とさせていただくという案なのですが、

交通費、宿泊費に関しては旅費でまとめてもいいと思うのですが、謝費に関しては旅費と

してまとめない方がいいという意見になりました。」 

 委員長「そちらに関しては、基本的に謝費の対象となるのが先生方だけですので切り離し

て考えてもいいのですが、その場合もう 1 つ新たに謝費の規定をつくることとなるので、

主管校が参照する際、少し分かりづらくなるかなとこちらの方で考えました。すべて一括

ということで規定させていただくと、大会役員に関するお金がこちらの方で分かるとい

うことで謝費の方も一緒にさせていただきました。」 

 岡山商科大学「ありがとうございます。でしたら、1 つ質問させていただきたいのですが、

旅費としてまとめていただいても構わないのですが、交通費と宿泊費と謝費をバラバラ

で出して中四国弓道連盟として自分たち含め各大学にお伝えするということは可能でし

ょうか。」 

 委員長「一応大まかな内容としては賛成なのですが、こちらの方でちょっとニュアンスが

分かりづらくなってしまっていたので、その辺りをもう少し分かりやすく規定できると

思いますので、承認に関しては見送らせていただく形にはなりますがよろしいでしょう

か。」 

 岡山商科大学「大丈夫です。」 

 委員長「それではこちら旅費規定に関しまして、他に何かご意見等ございますか。(―な

し)―それではないようですが、こちらの方でもう少し分かりやすく定義しまして、再度

提案させていただきます。」 

 

 6-4 第 65回中四国学生弓道選手権大会の主管に関して 

 委員長「こちら先ほどご覧いただきました、『中四国学生弓道連盟主管ローテーションに

ついて』を再度ご覧ください。2019 年の第 65 回中四国学生弓道選手権大会の主管は、ロ

ーテーションに従うと徳島大学が担当となるのですが、徳島大学より主管の変更の申し

出がありました。以下、徳島大学からいただいたご意見をそのまま載せさせていただいて

おります。それではこちら読ませていただきます(詳細は当日配布した資料をご参照くだ

さい)。―このようなご意見をいただきました。こちらとしては、主管ローテーションの

変更に関しては、あくまで主管ローテーション内に組み込まれている大学の方のご意見

を最も参考にして決めさせていただきたいと思っております。ですので、現在中四国学生

弓道選手権大会の主管ローテーションにあたっている広島県、愛媛県、香川県、徳島県、

それぞれの方にご意見を伺いたいと考えております。広島県、愛媛県、香川県に関しまし

ては、広島大学、愛媛大学、香川大学の方にご意見を伺いたいと思います。それではまず、

ご意見いただきました徳島大学の方、先ほどご意見の方をこちらで読ませていただいた

のですが、他に何かございましたらお願いいたします。」 

 徳島大学「特にありません。」 



委員長「それではこちらローテーションを変更するとなりますと、基本的には広島大学、

愛媛大学、香川大学の三校で三年ずつのローテーションということになります。こちらの

変更案に関して広島大学の方、ご意見をお願いいたします。」 

広島大学「広島大学としては、今まで通り 3 年に 1 度ということで大丈夫です。」 

委員長「ありがとうございました。それでは愛媛大学の方、ご意見をお願いいたします。」 

愛媛大学「愛媛大学もローテーションで大きな変更はないと思うので、徳島大学さんがロ

ーテーションから外れるということに関しての意見はありません。ですので、ローテーシ

ョンを変更していただく形でも大丈夫です。」 

委員長「広島大学に関しましては元々3 年に 1 度ということで、変更後も同様に 3 年に 1

度で回ってくるのですが、愛媛大学、香川大学、徳島大学に関しましては、現在広島大学

の間の 2 年をその三校で埋める形になっておりますので、徳島大学が抜けますと必然的

に愛媛大学、香川大学の負担は少し増えることになります。なので、ローテーションに関

しては少し変更する形になるのですが、そちらについてはいかがでしょうか。」 

愛媛大学「交通の便などで主管側にも選手側にも負担がかかるという事例は徳島大学さ

んの文章でもあったので、双方に負担が大きいのであれば開催しやすいところで開催す

るのがいいと思います。なので、愛媛大学としてはローテーションの変更はいい案だと思

います。」 

委員長「ありがとうございます。それでは続きまして香川大学の方、ご意見をお願いいた

します。」 

香川大学「香川大学としましては、負担が非常に大きいかなと思います。2022 年だと、

四国インカレと中四国大会の主管が両方重なっていることもあり、また、来年度四国イン

カレの主管が我々で、再来年も中四国大会の主管が我々となっております。中国地方の方

だと、中国大会に関しましてはその点を考慮しているのか、中四や新人戦と重なっていな

い山口大学、島根大学、鳥取大学辺りの大学でまかなっているのでローテーションが負担

なく回っているのかもしれませんが、四国の場合だとそれだと非常に辛いものがありま

す。また、愛媛県に関しましては、他に私立の学校が数校あるので、例えば四国インカレ

を愛媛大学さんが主管で開催する場合もあれば松山大学さんが主管で開催する場合もあ

るのですが、香川県の場合は香川大学しかないのですべて香川大学が担うことになって

しまい、非常に負担が大きいです。また、主管側の交通費の自腹という点に関して徳島大

学さんがおっしゃっていましたが、昨年度香川大学で主管をしたときにも終電はなくな

っておりました。しかしそれを見越してバスの手配などをしていたので、それも予算に組

み込んでデータをつくっておりました。そういう面に関しましては徳島大学さんだけで

はなく我々香川大学も同じような負担を感じておりましたので、もし徳島大学さんがロ

ーテーションを外れるというのであればそれは構いませんが、ちょっと香川大学が負担

になるので、もう一校ローテーションに組み込まれる学校を増やす等をして、負担を軽減

していただければなと思います。」 



委員長「ありがとうございます。それでは先ほど香川大学の方からご意見をいただいたの

ですが、徳島大学の方はこれに関して何かご意見等はございますでしょうか。」 

徳島大学「我々としても負担は大きいですし、主管校になった大学も負担は大きいと思う

ので、香川大学さんの意見は最もだと思います。」 

委員長「ありがとうございます。それでは先ほど香川大学の方からの案として、徳島大学

が抜けた場合、他にもう一県をローテーションに組み込むとおっしゃっていたのですが、

現状の中四国学連での主管ローテーションを考えますと、まず中四国地方での大会とい

うことで一番適しているのが瀬戸内側ということにどうしてもなってしまいます。です

ので、それを考慮して今まで広島県、愛媛県、徳島県、香川県ということでさせていただ

いていたのですが、さらにこちらにもう一県追加するということになりますと、どうして

も中国地方に中から追加するという形になります。そうすると、中国大会の主管校または

西日本大会主管校のご意見も聞かないといけないのですが、時間もありますので現在主

管を主に担当されている島根大学、鳥取大学、山口大学、また西日本大会を主管されてい

る岡山大学、また新人戦に関しましては岡山私立を代表して岡山理科大学、広島私立を代

表して広島工業大学の方からご意見伺いたいと思いますので、5 分ほど各自話し合いをし

ていただければと思います。よろしくお願いします。―それではご意見伺いたいと思いま

す。西日本大会主管の岡山大学、次に中国大会主管の鳥取大学、島根大学、山口大学、最

後に岡山私立を代表して岡山理科大学、広島私立を代表して広島工業大学の順に伺って

いきたいと思います。こちら主管のローテーションに関しまして、主管の負担についてロ

ーテーションの組み方に関する感想をいただけたらと思います。それではまず西日本大

会主管の岡山大学の方、よろしくお願いいたします。」 

岡山大学「岡山大学としては、西日本大会を 2 年に 1 度主管しているということで、規

模としても西日本大会はこの四つの大会の中では最大規模であり今の状態でかなり手一

杯なので、これ以上主管を増やされるとどうしても回すことができなくなってしまいま

す。また、岡山県全体として見ても新人戦、西日本大会を担っており、中四国大会も岡山

県で担うとなると岡山県で三つの大会を主管することになり、岡山県全体としても負担

が大きくなってしまいます。なので、やはり岡山県で中四国大会を主管することは現状と

しては不可能かなという意見です。」 

委員長「ありがとうございます。それでは続きまして、中国大会主管の鳥取大学の方、よ

ろしくお願いいたします。」 

鳥取大学「鳥取大学としては、今年度中国大会をうちで開いたんですけれども、そのとき

も 4 年の方が 5 人しかおらず、卒業された先輩方や近くの鳥取環境大学や島根大学の四

年生の方にも、矢とりや看的、運営等を手伝っていただいている状態でした。3 年に一度

ですが、かなりかつかつの状態で中国大会を開催しているという形になっておりますし、

鳥取ですから四国の高知県辺りだと移動費や時間が相当かかります。今の中国大会より



規模の大きい中四国大会ですと、うちの大学の人数ではかなりきついと思いますので中

四国大会を主管することは不可能です。」 

委員長「ありがとうございます。それでは続きまして島根大学の方、よろしくお願いいた

します。」 

島根大学「島根大学としても、中国大会の開催が 3 年に一度回ってきているのですが人

数や予算の方が毎回ぎりぎりですし、鳥取大学さんの意見でも挙がりましたように、山陰

地方はやはり徳島県や高知県からの交通の便が難しいと思いますので、島根県は中四国

大会の開催には不向きではないかなという意見が出ました。」 

委員長「ありがとうございます。それでは続きまして山口大学の方、よろしくお願いいた

します。」 

山口大学「山口大学としましても、現在中国大会の主管をしているのですが、人数の方も

結構ぎりぎりで県内の他大学さんからも協力を得ているのですが、それでも矢とりや看

的に関してはかつかつの状態となっているので中四の規模となると手が回らなくなるか

なと思います。また山口県内で弓道部のある大学が少ないので、支援などもなかなか得ら

れない状態です。それに加え予算や人員、会場等も厳しい状態なので、申し訳ないですが

不可能だと思います。」 

委員長「ありがとうございます。新人戦の主管をされている岡山私立を代表としまして、

岡山理科大学の方、よろしくお願いいたします。」 

岡山理科大学「岡山私立としても、岡山大学さんがおっしゃっていたように今以上に大会

を岡山県で開催するのは現実的ではないと思います。また、今年度の新人戦のときも岡山

理科大学だけで言いましても人数が足りず、卒業された先輩方に手伝っていただいてい

るという年もありますので、岡山でのこれ以上の大会開催は望めないかなと思います。」 

委員長「ありがとうございます。それでは最後に広島私立を代表としまして、広島工業大

学の方、よろしくお願いいたします。」 

広島工業大学「広島私立としましても、新人戦の主管に加え、主管をするとなると負担も

大きく人数も少ないので、これ以上の規模の大会を主管するのは不可能だと思います。」 

委員長「ありがとうございます。各大学の意見を聞きますと、やはりどこも主管に関して

は苦労されているということが分かりました。徳島大学の方に確認なのですが、先ほど主

管に関する負担として宿泊施設が少ないことに付随して、徳島市内での開催に関しては

会場利用料が負担となってしまって難しいということだったのですが、もし会場利用料

をある程度学連の方で負担するということになった場合はどうでしょうか。」 

徳島大学「先ほど読んでいただいた文章の中に会場の値段を書いていたのですが、アステ

ィとくしまの多目的ホールのみの使用料が土日だともう少し高くなります。それに冷暖

房代などを含めてしまうと、かなり大きな額になるのですがそれでも構わないのでしょ

うか。会計報告によると会場費が 3 日間行って 115,600 円となっているのですが、アス



ティとくしまだとこれの 5 倍ほどはかかってしまうと思います。50 万円少しかかってし

まうのですが、そこまで出してもらえるのでしょうか。」 

委員長「50 万円という額になりますとやはりこちらとしましても現実的ではないと考え

ているのですが、一つの案としましては、各大学の方がどうしてもローテーションに新し

く加わることができないということでありますと、参加費等を少し値上げしてまかなう

ということが挙げられます。他大学さんからの了承を得ることができましたら、ある程度

の値上げはしょうがないと思うのですが、参加費でまかなうということに関してはいか

がでしょうか。」 

徳島大学「参加費を各大学からどれぐらいとれるのか具体的には分からないのですが、約

五倍費用がかかるのであまり現実的ではないと思います。」 

委員長「ありがとうございます。先ほどの意見なども踏まえますと、もし仮に徳島県をロ

ーテーションから外さないとすると、どうしてもみなさんに負担がかかってしまいます。

一応提案なのですがもし広島大学さんが 2 年に一度ということになりますと少し厳しい

でしょうか。」 

広島大学「自分たちでは何とも言えないのですが、資料を見る限り、会場が全然とれず広

島大学から 2 時間以上かかるところで試合をして、主管の広島大学の人も全員ホテルを

とっているという事例もあります。なので、主管の人が帰れないからという理由だけでは

少し弱いかなという感じはします。」 

 委員長「ありがとうございます。広島大学は立地的な問題として、どの会場からも少し離

れてしまうという点がありますので、そこは考慮しなければならないと思います。」 

 香川大学「昨年度我々も善通寺で試合を行ったのですが、どうしても予算が大幅な赤字に

なることは覚悟していたので、それを少しでも減らすために香川県内の各企業さんから

広告費等を回収させていただきました。そのおかげでだいぶ赤字の幅を抑えることがで

きましたので、もし徳島大学さんが負担になると言われたアスティとくしまで開催する

場合、会場使用料の一部を中四国学連さんからいただき、かつ参加校の参加費を増加させ、

それに加え広告費等をとるなどしたら、赤字の幅を抑えるまたは黒字に抑え込めれるの

ではないかと思います。移動の便に関しても、バス等を手配するというのを昨年自分たち

も善通寺のときにやったので、鳴門に関してもできるのではないかなと思います。」 

 委員長「ありがとうございます。こちらに書かれている内容を読む限りですと、徳島大学

が主管されている際は、このような状況を想定していない状態で主管されているように

思います。なので、先ほど香川大学の方が言われましたように、このような状況を見越し

た何かをし、それに加えてこちらの方や周りからの補助をするという点に関してはいか

がでしょうか。」 

 徳島大学「2 年前に行ったときはそのようなことはあまり考えていなかったと思います。

確かに対策していれば多少はましになっていたところも多くあると思います。」 

 委員長「ありがとうございます。」 



 学連会長「2 年前の徳島の大会に私も会長として参加しておりまして、徳島大学の方も一

生懸命運営されていたのですが、2 日目の個人戦の招集などでいろいろトラブルがあり、

午前中までに終わるはずの個人戦が 14 時や 15 時まで長引き、その関係で最終日の朝 9

時開会の予定を 8 時半に繰り上げてスタートした記憶があります。非常によろしくない

状況でしたので、ちょっと前の代表者会議で個人戦のルールの変更をさせていただきま

して、昨年度香川大学さんが主管の大会のときは、時間通りに個人戦が終わって昼から団

体決勝ができたと思います。なので時間通りに運営ができた場合、選手の方が各県に帰ら

れるのはそんなに負担ではないという気がします。ただここに書かれていますように、初

日が遅れ気味になるのはしょうがないという感じはします。徳島大学さんが主管された

ときの運営上の状態と、昨年度香川大学さんが主管されたときの運営上の状態が少し異

っていたということを、ご理解いただければと思います。」 

 委員長「先ほど中村先生がおっしゃられました通り、中四国学生弓道選手権大会における

個人予選の方式が、徳島大学さんが主管された後に変更となっております。こちらの変更

理由としましては先ほど中村先生がおっしゃられた通り、競技の迅速化を図った結果で

す。ですので時間に関しては、当日何かトラブルがある可能性がないわけではないですが、

何もないと仮定すると、以前よりは確実に早く終わるはずではあります。なので、今まで

のように大幅に遅れた時間に終わるわけではないということを、頭に入れていただけれ

ばと思います。これまでの意見を踏まえますと、徳島大学さんが理由として挙げてました

ホテルがとれないという点に関しましても、先ほど中村先生がおっしゃられていた通り、

ある程度競技の迅速化が図れると思いますので、徳島大学さんが考慮されているほど悪

くはないと思います。もし仮に大会が鳴門市で開催されるという場合、それでも難しいで

しょうか。」 

 徳島大学「大会開催地の周りに食事処や娯楽施設がない状態で、交通の便も悪いので、そ

の辺を他大学さんに迷惑かけるかもしれませんが、とりあえずなんとかできるかなとは

思います。」 

 委員長「こちらとしてもできる限りのサポートや、大会が迅速に行えるように援助も行い

ます。また、このような状況は周りも把握していると思います。なので、もう一度その点

を考慮していただき、その上でどうしても難しいのであれば、こちらの方に言っていただ

ければ対応させていただきますので、今回は少し持ち帰っていただくということでよろ

しいでしょうか。」 

 徳島大学「大丈夫です。」 

委員長「それでは主管ローテーションに関しましては、現段階では 1 番上に書いてある

通りに進めさせていただきます。ただ、徳島大学さんがどうしても難しいようでありまし

たら、こちらの方で対応させていただきますのでその点はご理解していただければと思

います。」 

 



 6-5 主管校による運営マニュアルの差異 

 委員長「こちらの方が少しマニュアルの提出をされていない大学もありまして、こちらの

方でまとめきることができなかったので、この議題に関しましてはまた次の機会にとい

うことにさせていただきます。」 

 

 6-6 記録会に関して 

 委員長「別紙『中四国地区記録会案』をご覧ください。こちら本連盟としまして、新たに

学連主催で行う大会を 1 つ増やそうと考えており、具体的に言いますと、記録会という

ことで俗に言う百射会や八十射会というものです。こちら資料に書いてある通り、競技方

法に関しましては男子四矢 25 立の計 100 射、女子四矢 15 立の計 60 射と現段階では考

えております。開催までの流れとしましては、代表者会議におきまして各加盟校さんから

ご意見等伺いまして、それを踏まえた上で今後 1 年こちらの方で考えまして、要項等を

来年の 7 月頃送付できればと考えております。主管に関してですが、先ほど主管にあた

って各大学のみなさんに多大なご負担をかけているということを伺ったのですが、今回

考えました百射会はあくまで各大学 1 名ずつ参加する大会なので、参加人数は最大でも

50 名いかない人数となります。そのため、会場におきましてもすでにある会場を使うこ

とができ、また手伝い役員などを含めましてもそこまで大規模にならないので、各大学か

ら数名ずつ手伝い役員として派遣していただくことになるかもしれませんが、主管の主

体としては中四国学生弓道連盟の方で行いたいと考えております。参加人数に関しまし

ては、男子各大学 1 名ずつの計 42 名と、推薦としまして前年度中四最高的中者、準最高

的中者、個人優勝者を推薦選手として招待させていただこうと思っております。また女子

も同様に、各大学 1 名ずつの計 47 名に先ほど申し上げた計 3 名の合計 50 名を参加人数

と考えております。開催場所に関しましては、あくまで学連役員主体ということになりま

すので岡山近隣、また 12 的立てれる会場が望ましいということですので、その点考慮し

ますと広島県立総合体育館の弓道場になるかと考えております。開催時期に関しまして

は、現在行われている大会等の内容を踏まえますと、下に書かれている通り 2 月～3 月、

または 5 月、または 6 月上旬という 3 つの案がございます。この中でも 1 番現実的だと

考えているのは、2 月～3 月の春休み期間かつ新人戦付近の時期ですが、新人戦前に百射

という負担をかけたくないという点で、できれば新人戦後にと考えております。時間に関

しましては、男子 45 名全員参加し 12 的で行った場合は 4 立で 1 巡、四矢 1 立各立 5 分

で計算しますと、休憩を挟まないとすると 8 時間 20 分かかります。仮に 9 時に開始する

と、17 時 20 分に終了という予定になります。これを 10 的で行うと 2 時間以上押してし

まいますので、やはり 12 的が適しているのではと考えております。また女子に関しまし

ても同じように 40 射、60 射、80 射それぞれの時間を記載しております。女子に関しま

しては、10 的や 12 的でも特に立のローテーションの変更はないので、最悪女子は違う弓

道場でも開催はできると考えております。費用に関しましては、会場利用料が 1 日あた



り平日 114,080 円、休日 136,800 円となっておりますので、40 名参加の場合、参加費は

1 人あたり 3,500 円程度となります。またこちら各種後援申請を行いまして援助金等をも

らうことになりますと、ある程度負担を減らすことができると考えております。また参加

費に関しましても各大学を代表しているわけですので、本人が負担というよりは弓道部

が主体となって負担していただければと考えております。これらはあくまで、こちらの方

で考えた案でございますので、みなさまの意見等を踏まえた上で、この案をどうしていく

かを決めていきたいと考えております。それでは今から 5 分ほど時間を置きますので、

資料に目を通していただきまして、ご意見等ございましたら 5 分後にお願いいたします

(詳細は当日配布した資料をご参照ください)。―それでは一通り目を通していただいたと

思いますので、こちら『中四国地区記録会案』に関して何かご意見や質問等がある大学の

方は挙手をお願いいたします。(―なし) 先ほど申し上げてはいなかったのですが、一応

表彰はそれぞれ 1 位から 10 位までを行おうと考えております。それでは意見、質問等な

いようですのでこちらの記録会案に関して賛成という方は挙手をお願いいたします。―

大多数の方がこの案に賛成していただいているので、来年の 7 月頃までにこちらの方で

もう少しこの案を現実味があるものにし、意見交換等していただきまして再来年の 2 月

頃に開催できればと考えております。それにつきましてはまたご迷惑をおかけすると思

いますがよろしくお願いいたします。」 

 

 6-7 連盟規約第 21条に基づく懲戒処分 

 委員長「以下の加盟校は、本会議の開催に際し学連からの再三の連絡に応じず、本連盟の

円滑な業務遂行に著しい支障をきたしました。よって連盟規約第 21 条に基づく懲戒のた

め、代表者会議による審議を行います。なお、処分は始末書の提出であり、これにも応じ

なかった場合、来年一年間本連盟が主催するすべての大会への出場を停止します。対象加

盟校は倉敷芸術科学大学です。補足としますと、倉敷芸術科学大学に関しましてはこちら

からのメールには一切返信等なく、また会費や部員登録費、学生証コピーの提出もありま

せん。書類にて催促の書類を何度か送ると、たまに反応があるのですがその後何もないと

いう形で、基本的に反応がなく活動しているのかどうかがいまいち分からない大学です。

それではこの対象加盟校への懲戒処分の審議を行いたいと思います。こちらの加盟校へ

の懲戒に賛成の加盟校の方は挙手をお願いいたします。―過半数でしたので、こちらの方

から始末書を郵送いたしまして、こちらにも応じなかった場合は資料にも記載されてお

りました通り、1 年間本連盟主催の大会にすべて出場停止させていただきます。」 

 

 6-8 加盟校からいただいたご意見 

 委員長「1 つ目は、全国大学弓道選抜大会の中四国内での予選の見直しに関してです。こ

ちら資料には書いていないのですが、別紙『全国大学弓道選抜大会中四国地区予選に関し

て』をご覧ください。全国大学弓道選抜大会に関する予選の割り振りに関して、北海道学



連の方から春に東京で行われました中央委員会にて意見がありました。その際の資料を

参考にさせていただいております。出場校の配分に関しましては、過去第 1 回大会が行

われたときの各地区の参加状況から配分されております。その当時、参加状況からして地

方学連所属の大学に関しましてはとても少なかったということもあり、割り振りに関し

ては少し偏りが生じています。そこでまず学連への加盟校数を加味した新たな配分とい

うものを北海道学連の方は提案しております。こちら表①では中四国で一括りとなって

いるので、現配分男女 6 校のうち中国地方は男女 4 校、四国地方は男女 2 校となります。

こちら現加盟校数を加味した場合は、中四国地区に関しましてはプラス 1 校ないし 2 校

となります。こちらには書いていないのですが、プラス 1 というのは四国地方がプラス 1

ということなので、中国地方が 4 校、四国地方が 3 校ということで考えられております。

続きまして、加盟校の的中のレベルを考えた場合です。表②でも先ほどと同様、中四国で

一括りとなっているので、中四国地区は 7 校となります。立数を増やして参加大学を増

やすというのが北海道学連の提案となっております。その場合、中四国地区ではやはり四

国がプラス 1 ということで中国地方が 4 校、四国地方が 3 校となります。表③④⑤に関

しましては、特に中四国地区に関しては大きな変更はないのですが、見ていただきたいの

は、参考資料の(イ)各地区選考大会、中四国でいえば中四国学生弓道選手権大会における

最下位の的中率です。選抜大会出場校に関して、四国地方に関しましては、7 割は切らな

い程度なのですが、中国地方に関しましては、女子は 5 割という結果が出ております。ま

たその下、選抜大会での北海道地区と他地区の的中比較となっているのですが、的中率を

見てみると、男子に関しましては、中国地方四校のうちの第 4 位の的中は 6 割 6 分、四

国地方の第 2 位の的中は 7 割 5 分となっております。四国地方の第 2 位の的中は中国地

方の第 1 位の的中とほぼ匹敵するような高的中です。また女子に関しましては、中国地

方の第 2 位、第 3 位、第 4 位の的中は四国地方の第 2 位の的中を下回っています。こち

らの結果を踏まえてさらにもう 1 つ見ていただきたいのが、実際の選抜大会の結果です。

過去四年間での選抜大会予選での各地区平均的中に関しまして、四国地方は枠が 2 校で

すので少数精鋭と考えればどうしても的中は上がると思うのですが、やはり四国の方が

的中に関しては上となっております。女子に関して的中は選抜大会予選では大きな変化

はありません。ですが、その下の 5 年間の選抜大会予選通過校数を見てみると、中国地方

で通過した大学が 1 校、こちら通過率に関しては 5％になっております。四国地方に関し

ては、中国地方の半分の出場校数にもかかわらず、男子は 2 校通過しております。また女

子に関しましても同数通過してはいますが、四国地方の方が、通過率が高くなっておりま

す。そこで、東京での中央委員会におきまして、各地区委員長また全国学生弓道連盟との

協議の結果、あくまで枠数に変化がない場合に関してですが、中国地区に関しては一枠減

の男女 3 校、四国に関しては一枠増の男女 3 校という改定案で全日本学生弓道連盟に提

案しております。ですが、全国大学弓道選抜大会に関しては全日本弓道連盟が主催ですの

で、我々がどうこう言ったとしても全日本弓道連盟が何もしなければ変わりません。しか



し、一応こちらの方としましてはこの『中国地方一枠減四国地方一枠増』という改定案で

提案しております。ただこちらに関しては、あくまで意見をこちらから述べているだけな

のでこの通りになるとは限りませんし、何も変わらなかったり立数がまた増えたりする

可能性もあります。なので、こちらから確かなことは言えないのですが、先ほどの的中数

のように現実的な数字を見ますとこのようになるのではないかと考え、またこちらの方

でもその状況をただ黙って見ているのではなく少しでも改善しようと考えております。

こちらに関しては、一応報告という形になりますので頭の中に入れていただければと思

います。2 つ目は、各大会における座射と立射の統一に関してなのですが、こちらに関し

ては統一する必要はないと考えております。全日本学生弓道選手権大会におきましても

特に指定等はなかったはずですし、やはり座射をするというのが各大学の特色でもあり

ます。そこを統一してしまうのは、学生弓道としては面白みがなくなってしまうのではな

いかと考えておりますので、こちらに関して統一はいたしません。」 

 

7. 質問会 

委員長「他大学または学連に質問等ある大学の方は挙手をお願いいたします。」 

岡山商科大学「次期役員ということで選出された方々がいると思うのですが、選出につい

ての異論は特にございませんが、先に本人が出てきていただかないと、その人がどのよう

な人物なのかが分からないというのと、目標を聞いていないので中四国学連という学連

をどこに向かわせたいのか分からないまま承認という形になってしまいますので、来年

度には直していただきたいという意見が出ました。」 

委員長「その通りだと思います。来年からは先にある程度その人の紹介をしまして、その

後に承認という段取りを踏まえたいと思います。ありがとうございます。」 

 

8. 連絡事項 (副委員長 鈴木より) 

 (詳細は当日配布した資料をご参照ください） 

副委員長「連絡事項です。1 つ目は、加盟についてです。春季中央委員会において公立鳥

取環境大学(鳥取県)が正加盟として審議の承認を得ました。2 つ目は、郵便物についてで

す。郵便物については必ず締切日必着を厳守してください。郵便物について分からない点

がございましたら、そのままにせず必ずメールや電話で連絡してください。何か事情があ

って郵便物が間に合わないという場合も必ず連絡をするようにお願いいたします。また、

書留では送らないでください。締め切りに間に合わなかった場合は、連盟規約第 65 条に

則り、罰金を徴収いたしますのでご注意ください。また特に指定されない限り、郵送物は

現在連盟の所在地となっている岡山大学へではなく、委員長宅に郵送するようにお願い

いたします。3 つ目は、学連連絡についてです。電子メールでの連絡において返信を要す

るものには必ず返信するようにお願いいたします。今後とも電子メールでの連絡は頻繁

に行っていきますので、メールの定期的なチェックと返信をよろしくお願いいたします。



また、幹部交代が行われましたら、『電子メールアドレス変更用紙』とメール連絡にて委

員長に必ず連絡するようにお願いいたします。用紙については、中四国学連ホームページ

にも掲載しておりますので必ず代表者の方は、携帯電話番号を記載しておくようにお願

いいたします。4 つ目は、代替わりに伴うお知らせです。ここでの代替わりとは我々の代

の代替わりのことです。次年度の『役員名簿』、『委員長連絡先』は後日、本会議の結果報

告書と共に郵送いたします。各加盟校の連絡係の方は委員長アドレスからのメールを受

け取れるよう受信設定の確認をお願いいたします。締め切りおよび提出先などの詳細は

後日お送りする結果報告書でご確認ください。5 つ目は、会計関連です。連盟費、部員登

録費のお金に関するものはすべて、口座振り込みで納入してください。連盟規約第 25 条

に則り、基本的に間違い金は返還できませんので振り込む際には金額をよく確認するよ

うにお願いいたします。明細書は銀行振り込みではなく、学連指定の明細書の提出用の部

分のみを提出してください。連盟費、部員登録費について間違った金額を振り込んでしま

う大学の方が毎年非常に多くなっておりますので、今一度ホームページなどでご確認く

ださい。以上です。」 

 

委員長「それではこれにて議事次第に載っているすべての項目を終了させていただきます。

一応最後の確認としまして、各大学への連絡先を提出する期限が 8 月 31 日までとなってい

ますので、こちら忘れないようによろしくお願いいたします。それではこれをもちまして、

平成 28 年度中四国学生弓道連盟代表者会議を終了とさせて頂きます。」 


