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社団法人全日本学生スキー連盟設立総会議事録 
 
1. 日   時 平成 18 年 3 月 29 日（水）午後 1 時から午後 5時 35 分まで 

2. 場   所 ビッグボックス西武スポーツプラザ９Ｆアルファ７及びゲストルーム 4番 

 

3. 会 員 数 167 名 

4. 出席者数  108 名（議決権委任数 33 名、議決権行使者 60 名）出席者名別紙 

5. 議 案  

第 1 号議案 社団法人全日本学生スキー連盟設立について 

第 2号議案 定款について 

第 3号議案 資産について 

第 4号議案 設立 3 年間の事業計画及び収支予算について 

第 5号議案 役員について 

第 6号議案 設立代表者の選任について 

第 7号議案 議事録署名人について 

 

6. 議事の経過及び結果 

（１）佐藤発起人から、開会の挨拶があり、出席者 15 名、議決権委任者 33 名、議決権

行使者 60 名計 108 名で、社員総数 167 名の過半数を満たし設立総会として成立する

と報告があった。 

     なお、議事進行に必要な発起人及び事務局員の出席について了承を得た。 

（２）佐藤発起人から議長の選出を出席者に諮り、宮内孝知氏（早稲田大学スキー部部

長）を選出した。続いて議長の挨拶があり、審議に入った。 

第 1号議案 社団法人全日本学生スキー連盟設立について 

      内海発起人から、別紙の設立趣意書に基づき、設立趣旨を説明した 

ところ、池上三紀氏（日本大学保健体育審議会スキー部ＯＢ会副会長） 

から、設立について加盟スキー部に設立までの経緯が充分説明されて

いない、今後民主的に運営されることを期待したいと指摘があり、善処

することを了承し、第 1 号議案は賛成多数で承認された。 

第 2号議案 定款について 

      内海発起人から、第９章雑則第 45 条第 4項は、第 5号議案とし別途

審議することとし、別紙の定款（案）に基づき、説明したところ、文言

について若干の議論があったが、第 2号議案は原案のとおり賛成多数で

承認された。 

第 3号議案 資産について 

内海発起人から、２月 16 日現在別紙の財産目録に基づき、資産を 

説明したところ、異議なく承認された。 

第 4号議案 設立 3 年間の事業計画及び収支予算について 
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内海発起人から、別紙設立 3 年間の事業計画及び収支予算を説明し

たところ、池上三紀氏（日本大学保健体育審議会スキー部ＯＢ会副会

長）から、関係諸官庁からの助成金、企業からの寄付について助成及

び協賛の努力を行い収入増加を図り、加盟スキー部の会費等の負担減

を図ってもらいたいと希望があり、複数の出席者から所得税の寄付金

控除及び会費の消費税について、研究されたい旨発言があり善処する

ことを了承し、第 4 号議案は賛成多数で承認された。 

第 5号議案 役員について 

      議長から、第９章雑則第 45 条第４項に掲げる役員について、決定し

たい旨を諮ったところ、小池保夫氏（明治大学体育会スキー部部長）か

ら、理事は 1 校 1 名とすることとの提案があり、審議の結果、第 5 号議案

は原案のとおり賛成多数で承認された。 
 なお、理事選出規定の成案にあたっては、本日の議事の趣旨を尊重し、

「原則理事 1 校 1 名」とし、設立後の理事会で役員選出規定に盛り込み、

総会の議を経て施行することを確認した。 

第 6号議案 設立代表者の選任について 

内海発起人から、別紙の設立代表者（案）に基づき、設立代表者 

の選任を説明したところ、異議なく承認された。 

第 7号議案 議事録署名人について 

      議事録署名人について、議長から出席者に諮ったところ、 

大森正仁氏（慶応義塾大学體育会スキー部部長）、池上三紀氏（日本大

学保健体育審議会スキー部ＯＢ会副会長）を選出した。 

 

閉  会 佐藤発起人から、閉会の挨拶があり閉会した。 

 

    平成 18 年 3 月 29 日 

 

          社団法人全日本学生スキー連盟設立総会 
 

     議    長 
 
 

     議事録署名人 
 
 

     議事録署名人 
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社団法人全日本学生スキー連盟設立総会出席名簿 
 
出席者 15 名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議決権委任者 33 名 

学校番号 加盟校名 役職 氏名 

015 東京農業大学農友会スキー部 部長 横濱 道成 

016 岩手大学学友会競技スキー部 顧問 澤村 省逸 

017 秋田大学体育会競技スキー部 部長 柴山 敦 

019 東京工業大学競技スキー部 部長 飯島 淳一 

028 一橋大学体育会スキー部 顧問 平子 友長 

036 立命館大学体育会スキー部 部長 佐上 善和 

038 関西学院大学体育会スキー競技部 部長 辻  学 

048 明治学院大学体育会スキー部 部長 吉原 功 

058 亜細亜大学体育会スキー部 部長 平槇 明人 

059 成城大学体育会スキー部 顧問 油井 雄二 

064 中京大学スキー競技部 部長 北川 薫 

065 東京経済大学体育会スキー部 部長 石原 融 

学校番号 加盟校名 役職 氏名 

001 北海道大学体育会競技スキー部 部長 藤井 義明 

002 早稲田大学スキー部 部長 宮内 孝知 

004 明治大学体育会スキー部 部長 小池 保夫 

006 日本大学保健体育審議会スキー部 ＯＢ会副会長 池上 三紀 

008 専修大学体育会スキー部 部長 竹本 達広 

009 東京大学運動会スキー部 ＯＢ会会長 黒岩 和夫 

014 慶応義塾大学體育会スキー部 部長 大森 正仁 

029 金沢大学体育会スキー部 顧問 大谷 吉生 

030 中央大学学友会体育連盟スキー部 部長 中村 昇 

057 青山学院大学体育会スキー部 ＯＢ会長 桜井 孝宏 

066 東洋大学体育会スキー部 ＯＢ会会長 大川 勝幹 

067 國學院大学体育連合会スキー部 ＯＢ会会長 谷部 忠志 

071 成蹊大学体育会スキー部 顧問 甲斐 宗徳 

092 龍谷大学学友会体育局スキー部 部長 新井 潤 

236 静岡大学体育会競技スキー部 顧問 松井 恒二 

平成 18 年 3 月 29 日 別 紙 
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078 大阪市立大学体育会競技スキー部 顧問  畑  徹 

088 京都産業大学体育会スキー部 部長 後藤 文彦 

101 仙台大学学友会競技スキー部 部長 藤井 久雄 

102 中京女子大学競技スキー部 部長 五十川隆夫 

106 浅井学園大学短期大学部スキー部 部長 晴山紫恵子 

120 大阪学院大学体育会スキー部 顧問 角田 聡 

121 大阪体育大学学友会競技スキー部 部長 前島 悦子 

123 日本工業大学体育会スキー部 顧問 竹内 貞雄 

126 大阪経済大学体育会競技スキー部 部長 土居 充夫 

149 武庫川女子大学学友会競技スキー部 部長 永田 隆子 

171 大阪芸術大学体育会スキー部 顧問 堀田 充規 

189 東海女子大学競技スキー部 顧問 川島 大司 

191 神戸国際大学体育会競技スキー部 顧問 北尻 祥晃 

200 福井工業大学体育部会競技スキー部 顧問 沢崎 雅之 

212 駿河台大学体育公認団体アルペンスキー部 部長 田中 友義 

225 東海女子短期大学競技スキー部 顧問 天野 博江 

237 浅井学園大学スキー部 部長 山本 敬三 

242 奈良大学体育会競技スキー部 顧問 横田 浩 

249 流通経済大学体育局スキー愛好会 部長 片山 直登 

258 帝京科学大学競技スキー部 顧問 難波征太郎 

260 目白大学体育会スキー部 部長 藤谷 哲 

 
議決権行使者 60 名（賛否欄空白は 1-７号議案賛成） 
学校番号 加盟校名 役職 氏名 賛否 

003 法政大学体育会スキー部 部長 増田 正人  

005 弘前大学体育会競技スキー部 顧問 佐藤 光毅  

010 立教大学体育会スキー部 部長 安松 幹展  

020 新潟大学学友会競技スキー部 顧問 鈴木 利久  

021 日本体育大学学友会スキー部 部長 監物 永三  

022 北海道教育大学旭川校競技スキー部 顧問 速水 修  

026 関西大学体育会スキー競技部 顧問 山本 雄二  

027 信州大学体育会競技スキー部 顧問 辺見 信彦  

031 筑波大学体育会スキー部 顧問 坂本 昭裕 5 号議案反対 

035 大谷大学体育会スキー競技部 顧問 三宅伸一郎  
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040 東北大学学友会スキー部 部長 日出間 純  

044 福島大学体育会スキー部 顧問 安田 俊広  

045 京都大学体育会スキー競技部 部長 吉田 治典  

046 近畿大学体育会スキー競技部 顧問 藪下 信幸  

050 名城大学体育会スキー部 部長 小林 明発  

051 群馬大学体育会スキー部 部長 上條 隆  

052 芝浦工業大学体育会スキー部 顧問 下重 道雄  

053 甲南大学体育会スキー部 顧問 玉置 克之  

054 国士舘大学競技スキー部 部長 田中 秀治  

056 札幌大学体育連合会スキー部 顧問 土井 勝久  

062 大阪大学体育会スキー部 部長 依藤 史郎  

073 東海大学体育会スキー競技部 部長 二宮 豊志 2-7 号議案反対 

074 東北学院大学体育会スキー部 部長 高橋 志朗  

077 追手門学院大学学友会体育会スキー競技部 部長 柏原 全孝  

081 千葉工業大学体育会スキー部 部長 岩嶋 正雄  

084 武蔵大学体育会スキー部 部長 神尾 正俊  

089 千葉商科大学体育会スキー部 部長 本間 靖夫  

100 城西大学体育会スキー部 部長 黄色 瑞華  

103 東京女子体育大学学友会競技スキー部 部長 浜田 建司  

105 日本女子体育大学スキー部 部長 鈴木 信夫  

112 神奈川大学体育会スキー部 顧問 矢野 博  

113 神戸大学体育会スキー部 部長 田中 泰雄  

117 桃山学院大学体育会スキー競技部 部長 今西 俊次  

125 旭川大学体育会スキー部 顧問 宮下 郁男  

127 大阪商業大学体育会競技スキー部 顧問 宇部 一  

140 青森大学体育会スキー部 部長 奥崎 誠一  

151 金沢星稜大学体育会スキー部 顧問 池田 幸應  

157 東北福祉大学体育会スキー部 部長 平間 正志  

159 摂南大学体育会スキー部 顧問 伊藤 譲  

164 武蔵野大学体育会スキー部 部長 北岡 和彦  

165 愛知大学体育会競技スキー部 部長 村瀬 智彦  

175 相模女子大学競技スキー部 顧問 菅原 綾  

185 関西外国語大学体育会競技スキー部 部長 久禮 義一  

186 徳島大学競技スキー部 助言指導教官 三浦 哉  
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195 東京女子大学学友会スキー部エール・ブランシェ 顧問 鳥越 成代  

196 広島経済大学体育会競技スキー部 顧問 藤本 義彦  

206 富山大学体育会スキー部 顧問 堀田 朋基  

209 明海大学体育会連盟会スキー部 顧問 宮田 淳  

218 札幌医科大学スキー部 顧問 和田 卓郎  

219 和歌山大学体育会スキー部 顧問 大澤 健  

220 鳥取大学体育会スキー部 部長 西田 英樹  

221 北海道東海大学スキー部 部長 上杉 尹宏 1-7 号反対 

227 大阪工業大学体育会スキー部 顧問 積山 敬経  

233 旭川大学女子短期大学スキー部 顧問 宮下 郁男  

234 拓殖大学北海道短期大学スキー部 部長 山崎 浩  

244 鳥取環境大学学友会山（スキー＆スノーボード）部 部長 佐々木 崇  

250 大阪国際大学学友会スキー部 顧問 後和 美朝  

254 鶴見大学体育部連合スキー部 顧問 細井 紀雄  

255 びわこ成蹊スポーツ大学学友会競技スキー部 部長 大久保 衞  

256 清泉女学院大学スキー部 顧問 中沢 保生  

 
 

 


