
令和４年度  第 3 回(緊急)理事会  議事録  

日時：2022 年 6 月 23 日（木）20：00～22：20 

場所：zoom 

出席者：副会長  福井、中村  

理事長  中川  副理事長  山崎、井上、  

    理事   明石、泉原、植中、川崎、川邉、北尾、佐久川、佐藤、下川、西畑、原、

平子、細川、松木、森、安田、山本(20:30 頃～参加) 

    学生常任委員長  東藤  副委員長  岩波、三角  

委任：4 票  

 

・議決権を有する出席者(理事+学生正副委員長)=23 名、委任者=4 名であり、総有効票数は

27 票となる。  

・会議に先立ち理事長より、本日の会議は重要案件となる事が考えられる為、録画行う旨を

通知。  

・本日の進行については関西大学にも疑義が出ている為、井上副理事長にて行う旨を通知。  

 

 

1. 福井副会長挨拶  

 

2. 関西大学男子と立命館大学女子の新型コロナウイルス感染の対応について  

 

・関西大学男子疑義に対する資料説明。(山崎) 

 

・関西大学に対する疑義について。  

聞き取り調査で、「2 年生以下が知らないのはおかしい」、「1 試合目は棄権したものの次週

に試合に出ているのはおかしいのではないか」、「試合前日に 5 人の陽性者が出たのであれ

ば 10 日間の自宅待機ではないのか」、「陽性者が 5 人もいたのにも関わらず練習を継続して

いたのではないか」、「そのあたりの情報を学連にきっちり報告していたのか」、という疑義

の確認をした。（山崎）  

 

・2 年生以下が知らないのはおかしいという疑義について。  

→聞き取り調査により、全員に周知していたことが明らかになった。  

結論：全員に周知していた。  

 

・陽性者が 5 人もいたのにも関わらず練習を継続していたのではないかという疑義につい

て。  

→聞き取り調査により、濃厚接触者の特定が出るまでは練習を中止していた事が分かった。

濃厚接触者ではない人で練習を再開した。  

結論：陽性者が 5 人いた状態で練習を継続していた事実はない。  

 



・1 試合目は棄権したものの次週に試合に出ているのはおかしいのではないか、という疑義に

ついて。  

→1 名は隔離期間が 16 日までだった為、17 日の試合に出場しても問題無。その他 4 名は登録

メンバーに入っていない。  

結論：問題無。  

 

・そのあたりの情報を学連にきっちり報告していたのかという疑義について。  

→報告書は学連が提出催促をした 4 月 15 日に提出された。16 日、17 日に中川監督に山崎競

技部長がメールで聞き取りをした。  

結論：問題無。  

 

以上の事から、佐藤理事の疑義についてコロナ対策室としては、関西大学の対応に問題無と

判断した。  

 

・以上の報告に質問や意見はあるか。（井上）  

→佐藤理事に了解の有無を聞く必要があるのではないか。（福井）  

→全てを了解しましたと受け取るのは困難である。（佐藤）  

→理事会の判断に任せるということで良いのか。（福井）  

→答えにくい状況である。（佐藤）  

→対策室は関西学連の判断基準になると考えるが、佐藤理事はどのように考えているのか。

（福井）  

→対策室はどうしていくべきなのかという案を考える場所だと考えている為、処分を示す場

所ではないのではないかと考えている。（佐藤）  

→4 月 19 日にコロナ対策室設置についてという資料を配布したが、なぜその段階で疑義を出

さなかったのか。（山崎）  

→資料を受け取ってからの解釈と、今回の対策室の運用が大きく違うと捉えた。（佐藤）  

→こういったケースで没収というものがなく処分となれば自分がその立場でも戸惑いがある

と思う。まず学生の事も考えるべきでは。突然棄権という事ではなく、勿論佐藤監督には

厳重注意など必要と思うが、これからどうするかが大事では。コロナ対策室としてこうい

った場合はこうというような規定などが有ったのか質問したい。（下川）  

→規定はないが、資料の通り速やかに報告を貰い密にチームと連絡を取っていた。（山崎）  

→全員の理事がどう判断していくかだが、没収試合は厳しいと思う。（下川）  

→理事会で同意を得るのではなく、決定したことを配信するだけの形にしては、処分が重い

のではないか。厳重注意や口頭注意とし、今後のコロナ対策について話していく方が良い

のではないかと思う。（松木）  

→審議事項②の立命館の話に関わる為、立命館の件も先に説明お願いします。(井上) 

 

・立命館大学女子疑義に対する資料説明。(山崎) 

 

・今の報告に対して佐藤理事、何か意見ありますか。（井上）  



→先に他の理事の意見を聞いて頂ければと思う。(佐藤) 

→第 3 者委員会に参加させて頂いたが、資料に「コンプライアンス違反で間違いない」と第 3

者委員会の議事が記載されているが、「間違いない」というところまでは話していない。

5/8 発生に対し、5/10 報告は問題があるとした。（森）  

→時系列の中で学生の陽性が分かった次の日に理事長へ報告したと聞いていたが、それが抜

けていると思う。(川崎) 

→電話があったのは、5/11 の朝です。(中川) 

→その他、ご意見等ありますか。(井上) 

→コンプライアンス違反はあると認識しているが、1 人は抗原検査陰性であり、もう 1 人は陽

性であるという確信がない中で、棄権試合にすることは関西大学の処置に比べると違和感

があると考えているが、皆さんはどう考えるか。（川邉）  

→事実関係がこの通りであれば、コンプライアンス遵守という点については、違反している

のではないかと考える。（山本）  

→連絡が遅くなった点は確かに問題であると思うが、没収試合にする事は厳しいのではない

かと思う。今後どの様にしていくかが大切ではと強く思う。（泉原）  

→没収試合は最大に重いと思う。コンプライアンス違反は違反として、試合としては成立し

ている為、そこは活かしていくべきなのではないか。（細川）  

→陽性後の報告が遅かった点は問題だが、処分については試合に影響を及ぼすものではない

と思う。（原）  

→5/8 の時点で試合は成立しており、1 か月空いた今の段階で没収試合にするのはおかしいの

ではないか。（西畑）  

→報告が遅れたことはコンプライアンス違反だが、没収試合にする事はい如何なものかと思

う。（北尾）  

→早急に報告するべきだったが、学生が戦った結果のため没収試合にする事は違うのではな

いかと思う。（佐久川）  

→陽性者が判明した時点で連絡するべきだったが、判断が難しい状況であったことは否めな

いと思う。（植中）  

→報告が遅れたことは否めないが、試合は成立していたのではないかと思う。ただ、対策室

が機能していたから大きなクラスターもなく、運営が進んだという想いもある。（明石）  

→コンプライアンス違反は否めないと思うが、学生を精神的に追い詰める対応をするのでは

なく、他の対応があるのではないかと思う。（平子）  

→1 ヵ月掛かってしまっており、理事会が機能していなく反省すべきだと思う。今後の為にも

風通しよく、腹割って話せる理事会を作っていく事が大事だと思う。（安田）  

→試合後 1 ヵ月の今の状況で問題点を出すのは遅いのではないかと思う。また、関西大学に

比較すると立命館大学の処分は重いと思うので、見直せる余地があればその方が良いと思

う。（東藤）  

→スピード感のある対応をしていくべきだと思う。また、処罰は厳しいのではないかと感じ

る。（三角）  

→急に没収試合という事ではなく、処罰を与えるのであれば、厳重注意か始末書ではないか

と思う。（岩波）  



→議決権を持った方々の意見は以上ですが、佐藤理事何かご意見ありますか。(井上) 

→今回、皆さんに審議頂くような疑義を生じる事を起こした事についてお詫び申し上げる気

持ちを持っており、時間をとって頂いた事に感謝しております。コンプライアンス違反と

いう点について私はそうではないということが言いたいのではなく、これからより良い運

営に繋がるように話を皆さんで協議頂ければと思う。これまでは、色々審議がスッと流れ

ていくような印象がありました。今いただいた意見の中にも私事で考えていただいている

意見が大変嬉しかったんですが、是非とも我が事と考えていただけるとありがたいと思っ

ています。（佐藤）  

 

 

3. 議決   

 

・採決に移らせて頂きますが、私は議事進行の為、棄権とさせて頂きます。(井上) 

 ※本項目の総有効票数は 26 票となる。  

 

・関西大学（男子）にコンプライアンス違反があったと認めるか否か。  

 ⇒総有効票数 26 票のうち、賛成 0 票、反対 26 票。過半数反対により否決。  

（出席者の有効票 22 票のうち、賛成 0 票、反対 22 票。委任有効票の 4 票のうち、賛成 0

票、反対 4 票。）    

   関西大学（男子）にコンプライアンス違反は認められないものと決議。  

 

・関西大学（男子）を処分するか否か。  

 ⇒総有効票数 26 票のうち、賛成 0 票、反対 26 票。過半数反対により否決。  

（出席者の有効票 22 票のうち、賛成 0 票、反対 22 票。委任有効票の 4 票のうち、賛成 0

票、反対 4 票。）          

関西大学（男子）に処分は不要と決議。  

 

・立命館大学（女子）にコンプライアンス違反があったと認めるか否か。  

⇒総有効票数 26 票のうち、賛成 20 票、反対 6 票。過半数賛成により可決。  

（出席者の有効票 22 票のうち、賛成 17 票、反対 5 票。委任有効票の 4 票のうち、賛成 3

票、反対 1 票。）  

立命館大学（女子）にコンプライアンス違反は認められるものと決議。  

 

・立命館大学（女子）の当該試合を無効とするか否か。  

⇒総有効票数 26 票のうち、賛成 0 票、反対 26 票。過半数反対により否決。  

  （出席者の有効票 22 票のうち、賛成 0 票、反対 22 票。委任有効票の 4 票のうち、賛成

0 票、反対 4 票）  

立命館大学（女子）の当該試合は無効としないものと決議。  

 

・厳重注意や始末書、反省文といった事も求めないという事か。(福井) 



→処分について原案がないので、今は決められない。(井上) 

→コロナ対策室として意見は出せるが、処分は下せない。裁定委員会のようなものを早急に

組んで、原案を作成してはどうか。(松木) 

→チーム関係者以外も入れた方が良いのでは。(細川) 

→コロナ対策室と第 3 者委員会(原理事、森理事、明石理事を含む)で原案策定の上、メール

理事会に諮ってはどうかと思う。(井上) 

 

 

・立命館大処分内容に関し、原案作成後、メール理事会での議決を諮る事について。  

⇒総有効票数 26 票のうち、賛成 21 票、反対 5 票。過半数賛成により可決。  

（出席者の有効票 22 票のうち、賛成 18 票、反対 4 票。委任有効票の 4 票のうち、賛成

3 票、反対 1 票）  

 

 

4. 西日本学生選手権大会への関西学連推薦校について  

 

・関西学連とし、西日本インカレ出場校は以下の大学校を推薦する事について。  

 (男子 13 校、女子 7 校) 

 

→男子  大阪体育大学、関西大学、関西学院大学、天理大学、関西福祉科学大学、桃山学院

大学、大阪経済大学、立命館大学、同志社大学、京都産業大学、近畿大学、神戸国際

大学、甲南大学  

→女子  大阪体育大学、武庫川女子大学、関西学院大学、同志社大学、天理大学、関西大

学、立命館大学  

 

⇒総有効票数 27 票のうち、賛成 26 票、反対 1 票。過半数賛成により可決。  

（出席者の有効票 23 票のうち、賛成 22 票、反対 1 票。委任有効票の 4 票のうち、賛成 4

票、反対 0 票）  

 

 

5. 西日本インカレ強化練習会について  

 

・資料説明。(明石) 

→目的は強化と新ルールに慣れる事。  

立命館大学(女子)、関西学院大学(女子)、桃山学院大学(男子)は参加しない為、男子 12 チ

ーム  女子 6 チーム(大阪体育大学に 2 チーム出してもらう)となる。  

予算については資料の通り。(明石) 

 

・西日本インカレ強化練習会の予算について  

⇒総有効票数 27 票のうち、賛成 24 票、反対 3 票。過半数賛成により可決。  



  （出席者の有効票 23 票のうち、賛成 20 票、反対 3 票。委任有効票の 4 票のうち、賛成

4 票、反対 0 票）  

 

6. その他  

 

・春期リーグ戦の決算がほぼ目途がたったので、先程の処分の件のメール理事会の際にあわ

せて仮決算という事と参加料徴収を諮りたい。また、トーナメント大会の参加費と強化費

の徴収もあわせて連絡行いたい。(井上) 

→了解しました。(中川) 

 

 

・先日、全日本学生理事会に出席したが、7 月から新しいルールとして、  

① GK の顔面にシュートが当たった際は即 2 分間退場となる。  

② パッシブプレーの猶予は 6 回→4 回となる。  

③ クイックスタートが半径 2M の半円からスタート可能となる。  

詳しい資料は別途、皆さまにお送りする。(中川) 

 

 

・この度、1 ヵ月の間順位が決まらないという事を引き起こし、力不足でお詫びの気持ちしか

ない。  

私が身を引き、一度刷新してはどうかと考えている。(中川) 

→この場で聞く事ではなく、問いかける事ではないと思う。反省されるのはよく分かるが、

問いかけは止められた方が良いと思う。(福井) 

→同じ問題を繰り返さないかという事を懸念している。もし私が続けていくとしても、新し

い人がするとしても組織を変えていくべきではないかと思っている。  

皆さん色んなご意見を持っていると思うが、組織を改革していく事は必要では、と考えて

いる。(中川) 

→組織の刷新については、刷新案を理事会に諮られていく事が手順だと思う。理事長の進退

問題を理事会が受理するかも含めて。  

今の場は理事長の意向を伺ったというところであり、新しい体制をご提示された上で理事

会に諮られていく事が組織としての手順であると思う。(中村) 

→学生が関西学連でハンドボールをやっていて良かったという学連にしていきたい。  

この 1 ヵ月間の状況は私の力不足であると思っている。  

今のご意見を受け止めて皆さんにご提示できるようにしていきたいと思う。(中川) 

→組織を刷新するという点に関して、理事全体として今後どう組織を変えていくかという事

を考えていくべきだと思う。(川邊) 

→その事も含めて、組織改革というのは理事会だけのものではないと思うので、会長・副会

長も含めての事なのか、理事長の反省は分かったが今後どのようにしていくかは、今後の

話として進めていくべきだと思う。(福井) 



→皆さんの温かいお言葉有難く、こういった状況はよくなく、関西学連はファミリーとして

やっていきたいと思う。  

もし皆さんのご理解を得られて続けるとなっても、今回の件を反省して、皆さんと一緒に

よりよい組織を考えていきたいと思う。  

遠慮なく駄目だという事があれば言って貰えればと思うし、こういった事が二度とないよ

うにしたいと思う。  

その他何かありますか。(中川) 

→委任の票数を勘違いしていた可能性がある。結果は変わらないが、議事録の中で修正させ

て頂きます。(安田) 

 

 

7. 中村副会長挨拶  

 

 

 

 

 

 

 

 

上記内容に相違ないことを確認しました。  

総務部長   安田  浩  

総務副部長  平子  慎介  
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