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第１章 総則 

（名称） 

第 １条 本連盟は、関西学生ヨット連盟(以下連盟という)と称する。 

（目的） 

第 ２条 連盟は、関西水域の大学ヨット界を代表し、その中枢機関として、ヨット競技を通じて心身の健全なる 

    育成・充実及び学生スポーツの発展・普及に寄与するとともに、学生相互の調和並びに親睦を図ることを 

    目的とする。 

（事業） 

第 ３条 連盟は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。 

    （１）連盟主催、主管及び公認のヨット競技の開催 

    （２）各種講習会の開催 

    （３）各大学ヨット部間の親睦 

    （４）他団体の公式行事協力 

    （５）その他連盟の目的を達成するために必要な事業 

（加盟資格） 

第 ４条 連盟への加盟には、次の条件を全て備えている大学ヨット部でなければならない。 

    （１）大学所属の体育会(またはこれに準ずるもの)公認のヨット部で、１大学１加盟であること。 

       ただし、委員会の同意を得て、理事会の承認を得た場合はこの限りではない。 

    （２）教授またはこれに準ずる者が部長であること。 

    （３）救助艇を保有し、救助体制が整っていること。 

    （４）分担金等の連盟への支払いが可能な会計能力を有すること。 

    （５）本規約及び全日本学生ヨット連盟規約を忠実に実行すること。 

    （６）部員全員が(公財)日本セーリング連盟会員であること。 

    （７）全日本学生ヨット選手権大会の使用艇種を、同一クラスで３艇以上有すること。 

    （８）４７０級及びスナイプ級のレース使用艇は、該当年度の学連申し合わせ事項に準じていること。 

    （９）加盟申請書類の提出に際し、次のことを満たさなければならない。 

       １．部員全員の(公財)日本セーリング連盟会員番号を記載した部員名簿 

       ２．請願書 

       ３．活動報告書(過去３年間以上） 

       ４．会計報告書(過去２年間の詳細なもの） 

       ５．大学当局の発行した当該大学を代表する公認ヨット部であることの証明書 

       ６．加盟大学による推薦状 

       ７．規約遵守の誓約書 

       ８．所有艇の計測証明書の写 

（組織） 

第 ５条 連盟は、前条の条件を満たした関西水域の大学ヨット部(以下加盟大学という)をもって組織し、全日本 

    学生ヨット連盟の構成員となり、同連盟を通じて(公財)日本セーリング連盟に所属する。 

   ２．加盟大学をいう場合は、所属のヨット部員、その加盟大学に学籍のある者及び卒業した者も含む。 

（競技出場資格） 

第 ６条 連盟主催、主管及び公認ヨット競技への出場資格は、次のとおりとする。 

    （１）加盟大学に学籍のある者。ただし、通信教育部生は除く。 

    （２）出場可能年数は、入学時より４年間とする。 

（加盟及び除名） 

第 ７条 連盟への加盟及び除名は、学連会議において委員定数の３分の２以上の同意を得て、理事会の承認を得 

    なければならない。 

   ２．加盟に際し、試行期間として仮加盟とする場合がある。 

   ３．除名に際し、猶予期間を設ける場合がある。 

（規約の改正） 

第 ８条 本規約の改正には、学連会議において委員定数の３分の２以上の同意を得て、理事会の承認を得なけ 

    ればならない。 

（任期の計算） 

第 ９条 本規約に定める任期の計算における１年は、毎年１月１日より１２月３１日までとする。 
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第２章 加盟大学の義務 

（人命尊重の義務） 

第１０条 加盟大学及びその部員は、人命を尊重しなければならない。そのため加盟大学は、関係法令を遵守し、 

    安全規則を持ち、安全教育を行い、かつ安全のための装備を持たなければならない。 

（事故防止の義務） 

第１１条 部員は、事故を未然に防ぐ能力を修得し、常に事故を防ぐための最善の努力をしなければならない。 

   ２．部員は、自己の生命を守るために充分な知力、体力、技能及び装備を持っていなければならない。 

   ３．万一不測の事態が発生した場合は、人命救助を最優先とする。 

   ４．加盟大学には、予期せぬ事故に備えてスポーツ安全保険への加入を義務付ける。 

（不祥事防止及び法令遵守(コンプライアンス)の義務） 

第１２条 部員は、部活動中のみならず、学生生活全般において、各種の不祥事を絶対に起こさず、社会人として 

    の良識と責任をもって行動しなければならない。 

   ２．理事は、理事自身が前項の事項を遵守することはもとより、部員に対して法令遵守(コンプライアンス) 

    に対する正しい知識を指導し徹底しなければならない。 

（分担金の納入義務） 

第１３条 加盟大学は、分担金等を連盟に納入しなければならない。 

 

第３章 連盟の組織 

（組織） 

第１４条 連盟の組織には、委員会、理事会、事務局を置く。 

   ２．理事会には、安全部会、レース委員会、プロテスト委員会を置く。 

   ３．レース委員会には、記録部、計測部を置く。 

   ４．連盟は、事業推進のため、前項以外の新たな組織を設けることがある。 

（連盟の役員） 

第１５条 連盟には、次の役員を置く。 

       会 長                 １名 

       副会長                若干名 

    （１）委員会：      委員長   １名 

                 副委員長                  若干名 

                 女子委員長     １名 

                 ４７０委員長  1名 

                 スナイプ委員長  1名 

    （２）理事会：      理事長       １名 

                 副理事長             若干名 

                 安全部会長     １名 

    （３）事務局：      事務局長      １名 

                 会計        １名 

    （４）レース委員会：   レース委員長    １名 

                 レース副委員長   １名 

                 記録部長      １名 

                 計測部長   １名 

    （５）プロテスト委員会： プロテスト委員長  １名 

                 プロテスト副委員長      若干名 

          プロテスト副委員長補佐      若干名 

                 プロテスト事務局長  １名 

（名誉職・顧問） 

第１６条 連盟に名誉職または顧問を置くことができる。 

   ２．第１項の者は、理事会が推薦し、会長がこれを任命する。 

   ３．第１項の者は、理事会に出席し、連盟の運営全般にわたり指導・助言し、連盟の活動を活発にさせるもの 

    とする。 
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第４章 会長・副会長 

（会長） 

第１７条 会長は、理事会の推薦により、学連会議において選任する。 

   ２．会長は、連盟を代表し、連盟の運営全般を統轄する。 

   ３．会長の任期は２年とし、留任を妨げない。 

（副会長） 

第１８条 副会長は、理事会の推薦により、学連会議において選任する。 

   ２．副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった場合にはその職務を代行する。 

   ３．副会長の任期は２年とし、留任を妨げない。 

 

第５章 委員会 

（任務） 

第１９条 委員会は、委員をもって組織し、連盟の最高議決機関である会議(以下学連会議という)を開催し、連盟 

    に関する全ての事項を審議決定し執行する。 

   ２．第１項にかかわらず、第３４条 理事会の専決事項については、理事会が審議決定する。 

（委員の選任） 

第２０条 委員は、加盟大学が学籍のある者より１名を選任する。 

（学連会議の運営） 

第２１条 学連会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、３分の１以上の委員から要求があった場 

    合には、委員長がこれを招集しなければならない。 

   ２．会長、副会長及び理事は、学連会議に出席することができる。 

（学連会議の議決） 

第２２条 学連会議は、過半数以上の委員の出席をもって成立する。 

   ２．議決権は、委員が各１票を有するものとし、別段の定めがある場合を除き、多数決によって議事を決する。 

    可否同数の場合には議長がこれを決する。 

   ３．議決権の行使は、代理人により行うことができる。この場合には委任状を議長に提出しなければならない。 

（委員長） 

第２３条 委員長は、委員の中から、学連会議において委員定数の３分の２以上の同意により選任する。 

   ２．委員長は、委員会及び理事会の決議に基づき、会務を統括する。 

（副委員長） 

第２４条 副委員長は、委員の中から委員長が推薦し、学連会議において委員定数の３分の２以上の同意により選 

    任する。 

   ２．副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があった場合にはその職務を代行する。 

（女子委員長） 

第２５条 女子委員長は、第６条の資格を満たす者の中から委員長が推薦し、学連会議において委員定数の３分の 

    ２以上の同意により選任する。 

   ２．女子委員長は、委員長を補佐し、女子選手、女子部員の意見を吸い上げ学連活動に生かすものとする。 

（４７０委員長） 

第２６条 ４７０委員長は、第６条の資格を満たす者の中から委員長が推薦し、学連会議において委員定数の３分の 

    ２以上の同意により選任する。 

   ２．４７０委員長は、国際４７０級の選手を代表し、当該クラス規則の選手への周知、選手からの意見吸いげ 

    などを実施する。 

   ３．４７０委員長は、全日本学生選手権のための水域計測など、当該クラスの計測に関する業務を統括する。 

（スナイプ委員長） 

第２７条 スナイプ委員長は、第６条の資格を満たす者の中から委員長が推薦し、学連会議において委員定数の３分

の２以上の同意により選任する。 

   ２．スナイプ委員長は、国際スナイプ級の選手を代表し、当該クラス規則の選手への周知、選手からの意見吸

い上げなどを実施する。 

   ３．スナイプ委員長は、全日本学生選手権のための水域計測など、当該クラスの計測に関する業務を統括する。 

（任期） 

第２８条 委員会の役員及び委員の任期は、１年とする。 
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（委員会の役員に欠員が生じたとき） 

第２９条 委員会の役員に欠員が生じた場合には補充することができる。その場合、学連会議において委員定数の 

    ３分の２以上の同意により選任し、任期は前任者の残任期とする。 

 

第６章 理事会 

（任務） 

第３０条 理事会は、連盟の事業全般にわたって検討し、目的達成に遺憾のないよう指導及び援助を行い、また委 

    員会より依頼のあった事項に関し、その事業を行う。 

（理事の選任） 

第３１条 理事は、加盟大学がＯＢ(監督またはこれに準ずる者)より１名を選任する。 

   ２．理事に事故があった場合に備え、加盟大学は若干名の理事代行を事前に選任する。 

（理事会の運営） 

第３２条 理事会は、会長、副会長、顧問、理事、事務局長をもって組織し、会議(以下理事会議という)は理事長 

    が招集し、理事長が議長となる。ただし、３分の１以上の理事から要求があった場合には、理事長がこれ 

    を招集しなければならない。 

   ２．委員会の役員は、理事会議に出席しなければならない。 

   ３．理事は、議事に関係があると認めた者を、理事会議に出席させることができる。 

（理事会議の議決） 

第３３条 理事会議は、過半数以上の理事の出席をもって成立する。 

   ２．議決権は、会長、副会長、理事が各１票を有するものとし、別段の定めがある場合を除き、多数決によ 

    って議事を決する。可否同数の場合には議長がこれを決する。 

   ３．議決権の行使は、代理人により行うことができる。この場合には委任状を議長に提出しなければならない。 

（理事会の専決事項） 

第３４条 次の重要事項決定については、理事会が議決権を持つ。 

    （１）レース競技方法の変更 

    （２）レース時期の変更 

    （３）艇種の変更 

    （４）(公財)日本セーリング連盟及び全日本学生ヨット連盟が実施する事業に対する援助 

    （５）全日本学生ヨット連盟の役員(副会長・評議員・顧問・水域役員)及び他団体への役員の推薦 

    （６）安全教育、救助体制確立等に関する安全管理に関する事項 

    （７）規約の改正 

    （８）連盟への加盟及び除名 

（理事長） 

第３５条 理事長は、加盟大学のＯＢの中から、理事会議において選任する。 

   ２．理事長は、委員会及び理事会の決議に基づき、会務を統括する。 

（副理事長） 

第３６条 副理事長は、理事の中から、理事長が推薦し、理事会議において選任する。 

   ２．副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があった場合にはその職務を代行する。 

（安全部会長） 

第３７条 安全部会長は、理事の中から、理事会議において選任する。 

   ２．安全部会長は、加盟大学の安全意識向上のため指導助言及び事業を行うとともに、連盟主催、主管及び 

    公認のヨット競技の開催にあたって、選手及び競技運営関係者の安全確保及び救助体制の確立を担当する。 

（顧問） 

第３８条 顧問は、理事長が推薦し、理事会議において選任する。 

   ２．顧問は、連盟の運営全般にわたって理事会を指導助言し、連盟の活動を活発にさせるものとする。 

（任期） 

第３９条 理事会の役員及び理事の任期は２年とし、留任を妨げない。 

   ２．理事退任にあたっては、後任の新理事が決定するまでは、理事としての義務を有する。 
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第７章 事務局 

（任務） 

第４０条 事務局は、次の連盟の運営に係る業務を行う。 

    （１）連盟の渉外及び広報に関する業務 

    （２）連盟の会計に関する業務 

    （３）その他連盟の運営に係わる事務手続き業務 

（事務局長） 

第４１条 事務局長は、加盟大学のＯＢの中から、理事長が推薦し、理事会議において選任する。 

   ２．事務局長は、委員会及び理事会の決議に基づき、連盟の事務を統括する。 

（会計） 

第４２条 会計は、委員会の委員の中から、委員長が任命する。 

   ２．会計は、次の業務を行う。 

    （１）連盟の金銭出納・保管等、連盟の会計に関する業務 

    （２）連盟の渉外及び広報に関する業務 

（任期） 

第４３条 事務局の役員の任期は、１年とする。 

 

第８章 レース委員会 

（任務） 

第４４条 レース委員会は、連盟主催、主管及び公認のヨット競技の開催にあたって、次の事項を行う。 

    （１）レース公示の作成にあたっての指導助言 

    （２）帆走指示書の作成 

（３）レース公示及び帆走指示書に基づくレース運営 

   ２．レース委員会は、前項以外の連盟の目的達成のために、事業全般にわたって指導及び援助を行う。 

（レース委員の選任） 

第４５条 レース委員は、理事が、理事所属の加盟大学より３名以上のＯＢを選任する。 

   ２．理事は、自らレース委員を兼務することができる。 

   ３．レース委員は、第５３条のプロテスト委員会の委員を兼務することはできない。 

（レース委員長） 

第４６条 レース委員長は、レース委員の互選で選任する。 

   ２．レース委員長は、委員会及び理事会の決議に基づき、会務を統括する。 

（レース副委員長） 

第４７条 レース副委員長は、レース委員長が推薦し、レース委員会で選任する。 

   ２．レース副委員長は、レース委員長を補佐し、レース委員長に事故があった場合にはその職務を代行する。 

（記録部長） 

第４８条 記録部長は、レース委員会の委員の互選で選任する。 

   ２．記録部長は、連盟主催、主管及び公認のヨット競技の開催にあたって、その成績集計及び報道機関への 

    広報を担当する。 

（計測部長） 

第４９条 計測部長は、加盟大学のＯＢの中から理事長が推薦し、理事会議において選任する。 

   ２．計測部長は、加盟大学のレース参加に必要な計測に関する業務を統括し、遂行する。 

３．計測部長は、統括・遂行にあたっては、４７０委員長・スナイプ委員長と連携するものとする。 

（任期） 

第５０条 レース委員会の役員及び委員の任期は１年とし、留任を妨げない。 

   ２．役員及び委員の退任にあたっては、後任の新委員が決定するまでは、委員としての義務を有する。 

（レース運営会議の開催） 

第５１条 レース委員長は、連盟主催のレース開催前にレース委員を招集し、レース委員会の会議（以下レース運 

    営会議という）を開催し、レース運営方針等について審議決定する。 

（レース委員の義務） 

第５２条 レース委員会の委員は、レース運営会議及び連盟主催のレース開催当日には、各校少なくとも１名以上 

    の出席を義務づける。 
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第９章 プロテスト委員会 

（任務） 

第５３条 プロテスト委員会は、連盟主催、主管及び公認のヨット競技の開催にあたって、次の事項を行う。 

    （１）レース公示及び帆走指示書作成にあたっての指導助言 

    （２）抗議の受付、審問及び裁定並びに国際ヨット競技規則に関連した事項 

   ２．プロテスト委員会は、前項以外の連盟の目的達成のために、事業全般にわたって指導及び援助を行う。 

（プロテスト委員の選任） 

第５４条 プロテスト委員会の委員は、理事が、理事所属の加盟大学より１名以上のＯＢを選任する。 

   ２．理事は、自らプロテスト委員会の委員を兼務することができる。  

（プロテスト委員長） 

第５５条 プロテスト委員長は、プロテスト委員会の委員の互選で選任する 

   ２．プロテスト委員長は、委員会及び理事会の決議に基づき、会務を統括する。 

（プロテスト副委員長） 

第５６条 プロテスト副委員長は、プロテスト委員長が推薦し、プロテスト委員会で選任する。 

   ２．プロテスト副委員長は、プロテスト委員長を補佐し、プロテスト委員長に事故があった場合にはその職 

    務を代行する。 

（プロテスト副委員長補佐） 

第５７条 プロテスト副委員長補佐は、理事長が推薦し、プロテスト委員会で選任する。 

   ２．プロテスト副委員長補佐は、プロテスト副委員長の指示のもと、プロテスト委員会業務の円滑な推進を補

佐する。 

（プロテスト事務局長） 

第５８条 プロテスト事務局長は、プロテスト委員長が推薦し、プロテスト委員会で選任する。 

   ２．プロテスト事務局長は、第５３条のプロテスト委員会の任務に関する事務を行う。 

（任期） 

第５９条 プロテスト委員会の役員及び委員の任期は１年とし、留任を妨げない。 

   ２．役員及び委員の退任にあたっては、後任の新委員が決定するまでは、委員としての義務を有する。 

（委員の義務） 

第６０条 プロテスト委員は、連盟主催のレース当日には、各校少なくとも１名以上の出席を義務づける。 

 

第１０章 会計及び会計監査 

（連盟の会計） 

第６１条 連盟の会計は、加盟大学の分担金、補助金、寄付金及び学連主催のレース参加料を充てる。 

   ２．加盟大学の分担金等の金額については、委員会において決定する。 

（会計年度） 

第６２条 連盟の会計年度は、１月１日より１２月３１日までとする。 

（分担金納入期限） 

第６３条 加盟大学の分担金は、毎年３月３１日までに連盟に納入すべきものとする。 

（会計報告） 

第６４条 事務局長は、会計年度終了時に委員会及び理事会に会計報告を行い、承認を得ることとする。 

（会計監査） 

第６５条 理事会よりＯＢ１名の会計監査を選任し、連盟の会計に関する監査を行う。 

 

第１１章 賞罰 

（表彰） 

第６６条 連盟加盟者であって次の各号に該当する者(個人または団体)は、委員会及び理事会の決議により、会長 

    がこれを表彰する。 

    （１）学生スポーツマンの範たる者 

    （２）連盟に著しく功労のあった者 

    （３）その他前各号に準ずる者で、その功績が顕著な者 
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（除名等の処分） 

第６７条 連盟加盟者であって次の各号に該当する者(個人または団体)は、委員会及び理事会の決議により、会長 

    が除名またはその権利の停止等の処分を行うことがある。 

    （１）連盟規約に違反した者 

    （２）連盟の決議に違反し、連盟に重大な損害を与えた者 

    （３）スポーツマンシップに違反した者 

   ２．前項により処分を受けた者の所属する加盟大学についても、処分を行うことがある。 

 

                                               以上 

 

 

 

【 改定履歴 】 

 

改定日 改 定 内 容 

平成２６年１２月１４日 

 第１４条（組織） ３．レース委員会に「計測部」を加える。 

第１５条（連盟の役員） に、 

・「４７０委員長（１名）」、「スナイプ委員長（１名）」、「計測部長（１名）」、「プロテスト副

委員長補佐（若干名）」 を加える。 

・「事務長」を削除する。 

・「書記」 を削除する。（「書記」の業務は「会計」に統合する） 

・副委員長・副理事長・プロテスト副委員長の人数は 若干名 に改める。 

第１７条（会長）、第１８条（副会長）のそれぞれの任期を ２年（現行１年）とする。 

第２６条（４７０委員長）、第２７条（スナイプ委員長）、第４９条（計測部長）、第５７条（プ

ロテスト副委員長補佐）を新設挿入し、選任方法、職務を記載する。 

第３１条（理事の選任）に、 ２．理事に事故があった場合に備え、加盟大学は若干名の理事

代行を事前に選任する。 を付記する。 

第３５条（理事長） 選任方法を、加盟大学のＯＢの中から、理事会議において選任する。  

に改める。 

第４１条（書記）は、第４２条（会計）に業務を統合し削除する。 

第４０条（事務長）、第４３条（事務局員）を削除する。 

第６０条（委員の義務） プロテスト委員は、連盟主催のレース当日には、各校少なくとも１

名以上の出席を義務づける。 

第６５条（会計監査） 選任対象から、委員会より、加盟大学の現役学生１名、を削除する。 

文中の(財)日本セーリング連盟の (財) を (公財) とする。 

組織図に「計測部」を付記する。 

―条の番号は修正する― 

平成２３年１１月２６日 

 第１２条（不祥事防止及び法令遵守（コンプライアンス）の義務） を新設挿入する。 

－以下、条送り－ 

第１５条（連盟の役員） に、「女子委員長」を加える。 

第１６条（名誉職・顧問） を新設挿入し、第１５条（連盟の役員） から名誉会長、顧問を削

除する。 

－以下、条送り－ 

第２５条（女子委員長） を新設挿入し、選任方法、職務を記載する。 

－以下、条送り－ 

平成２１年 ２月２８日  第１４条に名誉会長を加える 

平成１４年１１月３０日   

平成１１年 ４月 １日  字句のみ （日本ヨット協会 → 日本セーリング連盟） 

平成 ８年 ４月 １日  関西学生ヨット連盟 規約 施行 

平成 ８年 ３月２４日 
 平成８年４月１日付け規約改正に伴い、昭和５４年４月１日発足の関西学生ヨットレース運営

委員会は解散することとし、同日施行の関西学生ヨットレース運営委員会規約は廃止する。 

昭和５４年 ４月 １日  関西学生ヨットレース運営委員会規約  制定 
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関西学生ヨット連盟 組織図 
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