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平成 20 年春季定例社員総会議事録 
 

社団法人全日本学生スキー連盟 

 

１．日  時 平成 20 年７月 27 日（日）  午後２時から午後４時 

２．会  場 明治学院大学 白金キャンパス 本館 1201 号室 

３． 会 員 数 167 名 

４． 出席者数 98 名（出席 12 名、議決権委任数 0名、議決権行使者 86 名） 

  出席理事 佐藤  昭、浅野泰一、栗田栄治、千葉將行、佐々木峻、梅嶋磯治、黒岩和夫 
林健一郎、大喜多由美子、佐々木貞昭、佐藤喜員、横井 昭、山田大介 

出席監事 久保 強、入江保也、丸山正二 
欠席理事 豊原由紀、小倉宇思、若月 等、佐藤和人、永田隆子 
 

５． 議  案 

議案１ 平成 21 年度事業計画案について 

議案２ 平成 21 年度収支予算案について 

議案３ 平成 20 年度収支予算の訂正について 

議案４ 新公益法人への移行について 

 

1. 議事の経過及び結果 

（１） 黒岩総務本部長から、現在、出席者 12 名（他に出席回答者１名）、議決権行使者

86 名計 98 名の提示により、社員総数 167 名の過半数を満たしているので、社員総

会として成立すると報告があった。 

（２） 黒岩総務本部長から、定款第 24 条により総会の議長は会長であると発言があり、

佐藤会長が議長に就任した。書記に青野事務局長を委嘱することの了承を得た。 

（３） 佐藤会長から挨拶があり、平成 19 年 10 月からの事業概況の報告があった。 

（４） 佐藤会長から、議事録署名人の選出について、出席者に諮り、大出一水氏（日本

体育大学学友会スキー部部長）及び竹腰誠氏（神奈川大学体育会スキー部部長）を

選出した。 

（５） 次の報告が資料に基づき行われた。 
① 一般報告         佐々木峻理事長 
② 競技本部報告について   佐々木貞昭競技本部長 
③  総務本部報告について   黒岩総務本部部長 

報告に関する質疑応答 
宮内孝知氏（早稲田大学スキー部部長）から、日大不祥事に関し、大学競技スポーツ

全体を統括する団体はないので、日大１校でなく大学スポーツ界全体の問題としてとら

え、本連盟が強い指導力を発揮し対処して欲しいと要望があった。 

新井潤氏（龍谷大学スキー部部長）より、倫理委員会の答申書に関し、どういう場合

が重大な報告義務違反なのか、明確な判断があるのか質問があり、黒岩総務本部長が過

去の不祥事に関し平成16年 12月１日付けの文書に明示されている文言に因っていると

回答した。また、千葉倫理委員長より、審査過程の説明があり、倫理委員会としても慎

重に判断を下してきたが、今後とも各大学からの正確な判断及び報告をお願いしたいと

依頼した。 

新井潤氏より、自主退学と懲戒処分による退学では連盟の判断上、差があったのか質
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問があり、黒岩総務本部長から今回のケースの場合は問題となったと説明した。 

新井潤氏より、無期限停止の処分に関し、理事長のコメントで年内解除がありえると

新聞にて報道されたが、理事会の決定はどのようになっているか質問があり、佐藤議長

より出席理事に対し確認したところ、無期限停止のため、今度の 82 回インカレ大会に

出場するかしないかは確定していないという見解であった。 

竹腰誠氏（神奈川大学スキー部部長）より、新１年生だけでもインカレに出場できる

可能性を理事会で議論しなかったのかと質問があり、千葉倫理委員長から調査した結果、

事の重大性のため、スキー部全体の責任と結論を出したと回答した。 

 

（６） 議案１平成 21 年度事業計画案について 

佐々木貞昭競技本部長から、資料に基づき提案があり、新井潤氏及び竹腰誠氏か

ら次の希望があり回答したところ、了承し、第 1号議案は承認された。 

要望及び回答 

新井潤氏から、全関西インカレを事業計画に入れるよう要望があり、アルペン種

目がＳＡＪの公認Ｂ級大会のため、佐々木競技本部長より事業計画を早急に、追加

して配布すると回答した。 

竹腰誠氏から、インカレ２月開催を前向きに検討してほしいと要望があり、佐々

木理事長及び黒岩総務本部長より試験日程、２月に開催されるユニバシアード、ま

た、インカレの大会を西日本ブロック地区が国体の予選会にしている状況等、現状

の 1 月中旬開催で組まれているが、加盟校にアンケートをとって、意見を聞いて検

討すると述べた。 

（７） 議案２平成 21 年度収支予算案及び議案３平成 20 年度収支予算の訂正について 

黒岩総務本部長から、資料に基づき提案を行い、審議の結果、第２号議案及び第

３号議案は提案どおり承認をした。 

（８） 新公益法人への移行について 

梅嶋公益法人申請委員会委員長から、資料に基づき提案があり、新井潤氏より定

款の変更があるか質問があり、梅嶋委員長より、変更し今後の総会に提示すると回

答があり、議案は審議の結果、提案どおり承認をした。 

（９） その他について 

新井潤氏から、次回までに多数の総会の社員が出席できるよう理事会で審議して

ほしいと要望があり、佐藤会長から、今後、充分検討したいと述べた。 

 

閉  会 浅野副会長から、閉会の挨拶があり閉会した。 

 

 

    平成 20 年 7 月 27 日 

                    議    長 
 
 

     議事録署名人 
 
 

     議事録署名人 
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出席通知者 13 名 

学校番号 社員名 代表者役職 代表者名 備考 

002 早稲田大学 部長 宮内 孝知   

004 明治大学 部長 木谷 光宏   

021 日本体育大学 部長 大出 一水   

047 順天堂大学 部長 米田 継武 当日欠席 

048 明治学院大学 顧問 黒岩 和夫   

058 亜細亜大学 部長 平槙 明人   

054 国士舘大学 部長 田中 秀治  

084 武蔵大学 顧問 神尾 正俊   

092 龍谷大学 部長 新井  潤   

112 神奈川大学 部長 竹腰 誠   

221 東海大学 部長 相原 博之  

263 龍谷大学短期大学 部長 新井  潤  

270 亜細亜大学短期大学部 部長 平槙 明人  

議決権行使者 86 名 
学校番号 社員名 代表者役職 代表者名 回答 賛否 

001 北海道大学 部長 藤井 義明 書面表決 全項目賛成 

006 日本大学 部長 島方 洸一 書面表決 賛否記載なし 

008 専修大学 部長 竹本 達広 書面表決 全項目賛成 

009 東京大学 部長 村山 英晶 書面表決 全項目賛成 
010 立教大学 部長 安松 幹展 書面表決 全項目賛成 
011 山形大学 顧問 長井 健二 書面表決 全項目賛成 
013 学習院大学 部長 村松 康行 書面表決 全項目賛成 
014 慶応義塾大学 部長 大森 正仁 書面表決 全項目賛成 
015 東京農業大学 部長 田中 俊次 書面表決 全項目賛成 
016 岩手大学 顧問 藤田 尚毅 書面表決 議案４記載なし他賛成

017 秋田大学 顧問 柴山  敦 書面表決 全項目賛成 
022 北海道教育大学 顧問 芝木 邦也 書面表決 全項目賛成 
026 関西大学 顧問 山本 雄二 書面表決 全項目賛成 
028 一橋大学 顧問 平子 友長 書面表決 全項目賛成 
029 金沢大学 顧問 大谷 吉生 書面表決 全項目賛成 
030 中央大学 部長 中村  昇 書面表決 全項目賛成 
031 筑波大学 顧問 坂本 昭裕 書面表決 全項目賛成 
038 関西学院大学 部長 石淵 順也 書面表決 全項目賛成 
040 東北大学 部長 日出間 純 書面表決 全項目賛成 
045 京都大学 部長 吉田 治典 書面表決 全項目賛成 
046 近畿大学 顧問 藪下 信幸 書面表決 全項目賛成 
052 芝浦工業大学 顧問 下重 道雄 書面表決 全項目賛成 
057 青山学院大学 部長 太田  浩 書面表決 全項目賛成 

059 成城大学 顧問 油井 雄二 書面表決 全項目賛成 
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学校番号 社員名 代表者役職 代表者名 回答 賛否 

062 大阪大学 部長 依藤 史郎 書面表決 全項目賛成 
063 拓殖大学 部長 服部 英一 書面表決 全項目賛成 
064 中京大学 部長 來田 享子 書面表決 全項目賛成 
066 東洋大学 部長 小林 秀年 書面表決 全項目賛成 
067 國學院大學 部長 紺井 博則 書面表決 全項目賛成 
071 成蹊大学 顧問 甲斐 宗徳 書面表決 全項目賛成 
072 玉川大学 部長 若月 芳浩 書面表決 全項目賛成 
074 東北学院大学 部長 高橋 志朗 書面表決 全項目賛成 
076 上智大学 顧問 多田 共史 書面表決 全項目賛成 
078 大阪市立大学 顧問 畑   徹 書面表決 全項目賛成 
080 大東文化大学 部長 青木 幹喜 書面表決 全項目賛成 
083 福岡大学 部長 武居 一正 書面表決 全項目賛成 
085 明星大学 顧問 佐尾山秀治 書面表決 全項目賛成 
088 京都産業大学 部長 後藤 文彦 書面表決 議案４記載なし他賛成

089 千葉商科大学 部長 今村 卓郎 書面表決 全項目賛成 
096 愛知工業大学 顧問 山田 英介 書面表決 全項目賛成 
101 仙台大学 部長 藤井 久雄 書面表決 全項目賛成 
102 中京女子大学 部長 五十川隆夫 委任状（代理人記載なし） 全項目賛成 
105 日本女子体育大学 部長 鈴木 信夫 書面表決 全項目賛成 
106 北翔大学短期大学部 部長 晴山紫恵子 書面表決 全項目賛成 
107 酪農学園大学 部長 山口 太一 書面表決 全項目賛成 
113 神戸大学 顧問 田中 泰雄 書面表決 全項目賛成 
121 大阪体育大学 部長 前島 悦子 書面表決 全項目賛成 
123 日本工業大学 顧問 竹内 貞雄 書面表決 全項目賛成 
125 旭川大学 顧問 齋藤 眞宏 書面表決 全項目賛成 
126 大阪経済大学 部長 土居 充夫 書面表決 全項目賛成 
127 大阪商業大学 顧問 宇部  一 書面表決 全項目賛成 
134 金沢工業大学 顧問 佐藤 恵一 書面表決 全項目賛成 
138 山梨学院大学 部長 實川 和子 書面表決 全項目賛成 
140 青森大学 部長 井上  隆 書面表決 全項目賛成 
145 大阪産業大学 顧問 加藤 道也 書面表決 全項目賛成 
149 武庫川女子大学 部長 永田 隆子 書面表決 全項目賛成 
151 金沢星陵大学 顧問 池田 幸應 書面表決 全項目賛成 
157 東北福祉大学 部長 平間 正志 書面表決 全項目賛成 
158 佛教大学 顧問 大束 貢生 書面表決 全項目賛成 
165 愛知大学 部長 村瀬 智彦 書面表決 全項目賛成 
171 大阪芸術大学 顧問 堀田 充規 書面表決 全項目賛成 
174 国際武道大学 部長 中西  純 書面表決 全項目賛成 
175 相模女子大学 顧問 飯田  篤 書面表決 全項目賛成 
176 札幌学院大学 顧問 大瀬  隆 書面表決 全項目賛成 
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学校番号 社員名 代表者役職 代表者名 回答 賛否 

183 中央学院大学 部長 市川  仁 書面表決 全項目賛成 
185 関西外国語大学 部長 吉留 公太 書面表決 全項目賛成 
189 東海学院大学 顧問 川島 大司 委任状（代理人記載なし） 全項目賛成 
196 広島経済大学 顧問 笹原 英夫 書面表決 全項目賛成 
212 駿河台大学 部長 杜  正文 書面表決 全項目賛成 
220 鳥取大学 顧問 西田 英樹 委任状（代理人記載なし） 賛否記載なし 

227 大阪工業大学 顧問 積山 敬経 書面表決 全項目賛成 
230 武庫川女子大学短期大学部 部長 永田 隆子 書面表決 全項目賛成 
234 拓殖大学北海道短期大学 部長 田中 慎吾 書面表決 全項目賛成 
236 静岡大学 顧問 松井 恒二 書面表決 全項目賛成 
237 北翔大学 部長 竹田 唯史 書面表決 全項目賛成 
243 関西外国語大学短期大学部 部長 吉留 公太 書面表決 全項目賛成 
245 朝日大学 部長 山村  理 書面表決 全項目賛成 
254 鶴見大学 顧問 大貫 昌理 書面表決 全項目賛成 
255 びわこ成蹊スポーツ大学 部長 大久保 衞 書面表決 全項目賛成 
258 帝京科学大学 顧問 渡邊浩一郎 書面表決 全項目賛成 
262 岐阜経済大学 顧問 福地 和夫 書面表決 賛否記載なし 

264 清泉女学院短期大学 部長 小林 房子 書面表決 全項目賛成 
266 学校法人松商学園 松本大学 部長 齊藤  茂 書面表決 全項目賛成 
267 国際基督教大学 部長 松岡 信之 書面表決 全項目賛成 
271 東京農業大学短期大学部 副部長 齊藤 紀子 書面表決 賛否記載なし 

273 武蔵野学院大学 部長 伴  好彦 書面表決 全項目賛成 

総会終了後に受領した書面表決票（総会時に反映されなかった） 
学校番号 社員名 代表者役職 代表者名 回答 賛否 

144 大阪経済法科大学 顧問 中澄 孝史 委任状（代理人記載なし） 全項目賛成 

 


