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「大学スポーツ処分事例集（競技団体編）
～組織ガバナンスの強化に向けて～」の発行にあたって

本事例集は、UNIVASに加盟する競技団体における不適切事案に対する処分・指導等の現状を紹介す

るものであり、関係各位がこれを共有することによって、大学スポーツ全体におけるガバナンスが強化され

ることを期待している。特に、加盟競技団体の皆様におかれては、本事例集をご活用いただき、より一層

のガバナンスの向上に役立てていただきたい。

競技団体のガバナンスの向上は、学生が、安全に、そして安心して学業やスポーツに専念できる環境の

構築に直結し、大学スポーツ全体の発展に寄与するものと確信している。

UNIVASは、今後とも、皆様のご協力をいただきながら、大学スポーツのガバナンス向上と学生アスリー

トの安全･安心の確保に尽力していくことを強く決意している。

皆様におかれては、大学スポーツの発展に引き続きご協力いただくことを切にお願いする。

UNIVAS会長　鎌田　薫
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一般社団法人大学スポーツ協会（以下、「UNIVAS」という。）は、2019年3月に創設された組織で…

ある。

創設に際しては、「大学スポーツの振興に関する検討会議」をはじめ、「大学横断的かつ競技横断的統

括組織（仮称）創設に係る学産官連携協議会」、「競技横断的統括組織設立準備委員会」（以下、3つの

会議体を総称して「創設会議」という。）において議論がなされ、様々な大学関係者、競技団体関係者、

学識経験者の協力をいただいた。

現時点（2021年2月28日）において、221大学及び35競技団体1がそれぞれUNIVASに参画している。

UNIVASは、「大学スポーツの振興」と「大学スポーツ参画人口の拡大」を活動指針としている。

そして、UNIVASは、その具体的な事業として、スポーツを通じた学生の人格形成を図るべく、学

業充実に関する事業（指導者・管理者研修、入学前教育、キャリア教育等）、スポーツの安全安心を図

る事業（安全安心ガイドラインの提示、地方大会へのメディカルサポート、UNIVAS相談窓口の開設

等）、表彰制度等の奨励事業（試合の動画配信、UNIVAS…CUP、UNIVAS…AWARD等）、データベース

構築事業（学生アスリートデータベースを活用したサービスの開発等）、総合的な振興施策事業（AD

局運営手引書の提示、各種イベントの開催等）等を実施している。

学生が、学業、部活動、社会貢献その他の活動で充実した学生生活を送り、卒業後は学生時代に培っ

た知力・体力・精神力、社会性等を活かして地域社会や国際社会に貢献していくこと、また、在校生は

もちろん、OB・OG、地域の方々やこれから大学生になる方々が、大学スポーツを楽しみ、応援してく

れること、そして、健康科学やスポーツビジネス等のスポーツを取り巻く環境を発展させていくことが、

大学スポーツの振興・発展には不可欠である。

そのために、UNIVASは、学生、大学、競技団体等の主体的な活動を支援し、大学スポーツを更に

大きく発展させるため、日々活動している。

スポーツ庁は、2019年6月に「スポーツ団体ガバナンスコード〈中央競技団体向け〉」（以下、「SG…

コード」という。）を、同年8月に「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け2〉」（以下、

「一般団体向けSGコード」という。）をそれぞれ策定した。

1　中央競技団体が17団体、学生競技団体が18団体。日本拳法競技連盟、日本オーストラリアンフットボール協会及び日
本ラクロス協会は、連携会員として参画している。

2　一般スポーツ団体とは、中央競技団体（NF）に該当しない、スポーツの振興のための事業を行うことを主たる目的と
する団体を指す（一般団体向けSGコード参照）。学生競技団体も一般スポーツ団体に含まれる。

1　UNIVASについて

2　スポーツ界におけるコンプライアンス及びガバナンス確保のための取組み

はじめに1
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そして、2020年に、公益財団法人日本スポーツ協会（以下、「JSPO」という。）、公益財団法人日本

オリンピック委員会（以下、「JOC」という。）及び公益財団法人日本障がい者スポーツ協会（以下、

「JPSA」という。）が主体となって、中央競技団体（以下、「NF」という。）に対し、SGコードの遵守

状況を審査する適合性審査が開始された。

また、日本スポーツ振興センター（以下、「JSC」という。）は、一般スポーツ団体が一般団体向けSG

コードの遵守状況を自ら説明し、公表するプラットフォームを設置した3。そして、各スポーツ団体は、

助成金等の申請の際に、自らに適用されるスポーツ団体ガバナンスコードの遵守状況を自ら説明し、公

表することが必要となる予定である。このことによって、各スポーツ団体は、広く国民からコンプライ

アンス及びガバナンスの確保について注視される状況となった。

UNIVAS加盟競技団体のうち、NFに対してはSGコードが適用され、NF以外の一般スポーツ団体に

対しては一般団体向けSGコードが適用される。

SGコードの原則10は、NFに対し、適切な懲罰制度の構築を求めており4、一般団体向けSGコードの

原則6は、NF以外の一般スポーツ団体においても、高いレベルのガバナンスの確保が求められると自

ら判断する場合には、個別のSGコードの遵守状況を自ら説明し、公表することを求めている。

UNIVAS加盟競技団体は、大学生のカテゴリーにおける各競技を統括する組織として、インカレ等の

全国大会を主催し、様々なステークホルダーとの間の関係を調整するなど、当該学生競技の普及や振興

等の重要な担い手である。そのため、UNIVAS加盟競技団体がNFである場合に限らず、NF以外の一

般スポーツ団体の場合であっても、自主的な努力により、上述の懲罰制度の構築をはじめ、適切な組織

運営（ガバナンス体制）を構築するとともに、高いコンプライアンス意識を涵養することが求められる。

創設会議においては、学生が、安全に、そしてかつ安心してスポーツに取り組むことが重要課題とさ

れた。その中でも、大学スポーツ関係者のコンプライアンスの重要性については、関係者の間で異論な

く、共通認識とされた。

もっとも、UNIVASは、創設会議での議論を踏まえて、大学スポーツにおけるコンプライアンス教

育を推進しているものの、遺憾ながら、学生や指導者をはじめとする大学スポーツ関係者が関与する不

祥事が未だ絶えない。

ガバナンス体制の構築、コンプライアンス教育等により不祥事の発生を未然に防ぐための事前対応は

3　「スポーツ団体ガバナンスコード〈一般スポーツ団体向け〉」に基づく自己説明資料の作成・登録について（https://
www.jpnsport.go.jp/corp/gyoumu/tabid/966/Default.aspx）

4　具体的な審査項目は、（1）懲罰制度における禁止行為、処分対象者、処分の内容及び処分に至るまでの手続を定め、
周知すること、及び（2）処分審査を行う者は、中立性及び専門性を有することである。

3　�UNIVAS加盟競技団体におけるコンプライアンス及び�
ガバナンス確保の重要性やそれらの確保に向けた取組み

4　本事例集作成の経緯
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もちろん重要であるが、不祥事が発生した場合に適切に事後対応することも、当該不祥事により失われ

た競技又は競技団体の信用を回復させるためにも重要である。そして、事後対応として、不祥事に関与

した者を適切に処分するに当たっては、処分対象者や関係者の権利や利益を保護する観点から、処分を

する根拠、処分の対象となる禁止行為、処分対象者、処分の内容の明確化、処分に至るまでの適正な手

続の整備と運用が不可欠である。しかしながら、現時点において、不祥事が発生した場合に適切に処分

をするための体制整備や運用が十分といえる競技団体は多いとはいえないようである。

実際、UNIVASには、加盟大学及び加盟競技団体5の関係者から、学生や指導者による不祥事が発生

した場合に、どのような処分をすべきか、処分に当たりどのような手続が必要か、処分の基準はないか、

他の加盟団体で生じた類似事案の処分内容はいかなるものか、といった問い合わせがあった。

このような状況を踏まえて、UNIVASとして、競技団体が不祥事発生時に適切な処分や対応を実施

するための一定の指針を示すため、本事例集を作成することとした。

本事例集では、2で大学スポーツ関係者の関係性を整理した上で、3で処分の意義や法的根拠につい

て検討するとともに、4で競技団体における処分の現状を確認し、別紙1で直近10年に発生した不祥事

について競技団体においてどのような処分がなされたかを整理し、別紙2乃至5で処分に関するモデル

書式を示す。

UNIVASとしては、本事例集により、UNIVAS加盟競技団体による今日までの処分状況を共有する

ことにより、今後不祥事が生じた場合における処分の要否及び内容の検討の参考になることを期待する。

そして、本事例集が、大学スポーツにおいて、適切な懲罰制度や組織運営（ガバナンス体制）の構築や、

コンプライアンス意識の向上のための施策を検討するに当たっての一助になることを確信している。

今年度は、本事例集の作成に当たり、UNIVAS加盟競技団体のうち22団体から、アンケート調査及

びヒアリング調査にご協力いただいた。新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、社会経済活動に制

約が多く、時間も限られる中で、本事例集の策定にご協力いただいた加盟競技団体の皆様に対して、改

めて深く御礼申し上げる次第である。

そして、次年度以降、UNIVAS加盟大学に対して、同様のヒアリング調査を順次実施する予定である。

UNIVAS加盟の各大学及び各競技団体への一連の調査を通じて、UNIVAS加盟団体の、より適切な組

織運営（ガバナンス体制）の構築、更なるコンプライアンス意識の向上、ひいては、学生が、安全に、

そして安心して学業やスポーツに専念できる環境を引き続き整えていく次第である。

5　スポーツ庁が実施した学生競技団体に対する調査では、調査に応じた38団体中28団体が、大学スポーツにおける課題
として活動費（強化費、遠征費等）の確保を挙げるとともに、専属のスタッフが存在しない団体が半数以上（20団体、
53％）であったとの結果が出ており（「平成29年大学スポーツの振興に対するアンケート（学生競技連盟）」（2018、ス
ポーツ庁））、大学スポーツに関わる競技団体の多くが、処分規程を含む規程類の整備や不祥事が発生した場合の体制
の構築に十分な予算と人手をかけることができていない実情があると考えられる。
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ア　学生と大学の関係

学生は、大学に入学するに当たり、大学との間で在学契約を締結する。この在学契約とは、大学が学

生に対して、講義、実習及び実験等の教育活動を実施するという方法で、大学の目的にかなった教育役

務を提供するとともに、これに必要な教育施設等を利用させる義務を負い、他方、学生が大学に対して、

これらの対価を支払う義務を負うことを中核的な要素とするものである。大学による教育役務の提供等

は、各大学の教育理念や教育方針の下に、その人的物的教育設備を用いて、学生との信頼関係を基礎と

して継続的、集団的に行なわれるものであって、在学契約は、学生が、部分社会を形成する組織体であ

る大学の構成員としての学生の身分、地位を取得、保持し、大学の包括的な指導、規律に服するという

要素も有しているとされている6。

このような在学契約の性質からすれば、大学は、その教育理念や教育方針を実現するための学則その

他の規程類を定めた場合には、学生はこれらに従うことになる。そして、学生による不祥事が生じた場

合には、大学は、大学内部の規律保持のために必要に応じて、自らの諸規程に基づいて、当該学生に対

して処分することができる。

6　在学契約の性質につき、最判平成18年11月27日民集60巻9号3437頁参照。

1　学生と大学・運動部の関係（①）

大学スポーツ関係者の関係性2
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イ　学生と運動部の関係

学生は、運動部に入部し、その構成員になることによって、運動部の所属選手として対外的な競技会

等に参加するとともに、運動部が管理する施設、用具及び備品等を利用することができる。他方、運動

部に所属する以上、運動部内の規律に服することになるから、運動部に部則等がある場合にはその適用

を受けることになる。運動部における部則等は、その形式として、必ずしも明文で定められておらず、

慣習として存在している場合もあるし、その制定方法としても、部長、顧問又は監督等の指導者によっ

て定められる場合のほか、指導者が関与せずに運動部に所属する学生間において定められる場合もある。

運動部に所属する学生による不祥事が生じた場合には、運動部は、運動部内の規律保持のために必要

に応じて、部則等に基づき、当該学生に対して処分をすることがある。

ア　大学スポーツを統括する競技団体

大学スポーツを統括する競技団体としては、大学スポーツを含めて日本国内で当該競技を統括する

NFのほか、NFとは独立して大学スポーツを統括する学生競技団体（学連）がある。

（ア）中央競技団体（NF）

NFは、特定のスポーツを統括する国内唯一の組織として、大会運営、選手登録・選考及び指導

者資格の公認等の業務を独占的に行うなど、広範な役割を担っている。

UNIVAS加盟競技団体であるNF7には、後述するような独立した学生競技団体が存在しないも

のもあり、そのようなNFでは、NF内部の担当委員会又はNFに加盟する都道府県競技団体におい

て、大学の運動部、学生及び指導者の資格等を管理している8。

（イ）学生競技団体（学連）

NFとは独立して国内の大学スポーツを統括する団体が存在し、これらの団体は「学生連盟」や「学

生連合」と呼ばれる9（以下「学連」という。）。

学連は、運動部に所属する学生の登録の窓口や、学生の競技資格を管理し、学生向けの競技会の

準備及び運営を主たる業務としている10。

7　UNIVASの加盟競技団体及び連携会員の35団体中16団体がNFである。いずれも法人格を取得しており、その種別
の内訳は、公益財団法人が3団体、公益社団法人が6団体、一般財団法人が1団体、一般社団法人が6団体である。

8　例えば、公益財団法人日本水泳連盟では、内部組織として設けられた「学生委員会」において、各大学及び大学生
の競技資格等を管理している。また、一般社団法人日本ボクシング連盟では、各大学が各都道府県の競技団体に加盟
するという方式を採用している。

9　学連は競技・地域ごとに組織されており、法人格を有していない団体も多い。UNIVASに加盟する19の学連のうち
9団体が法人格を取得しており、その種別の内訳は、公益財団法人が2団体、公益社団法人が1団体、一般財団法人が
2団体、一般社団法人4団体である。

10　学連によっては、その定款や規約において、競技会の準備及び運営の他に、国際大会の代表選手選考・派遣や、強化
合宿の開催、指導者及び審判員の育成や資格認定、用具や施設設備の認定を業務として挙げる団体も存在する。

2　学生と競技団体の関係（②）
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イ　学生と競技団体の関係

大学日本一を争う「インカレ」やその地区大会といった、競技団体（NFや学連）が主催する競技会

等11,…12では、その参加資格として、学生個人が選手として当該競技団体に登録されていることが必要で

ある。

そのため、競技会等に参加しようとする運動部に所属する学生は、入部時に、当該運動部を通じて競

技団体に選手登録をする13。学生は、この選手登録によって、競技団体の主催する競技会等への出場資

格を得る一方で、競技団体の規律に服することになるから、競技団体の諸規程の適用を受けることにな

る14。また、競技会によっては、学生が、競技団体に対し、その参加に当たり競技団体の指示や諸規程

に従う旨が記載された参加同意書を提出する場合もある。そのため、競技団体に登録や参加申込をした

学生による不祥事が生じた場合、競技団体は、競技団体内の規律保持のために必要に応じて、自らの諸

規程に基づき、当該学生に対して処分をすることができる。

なお、運動部には、学生コーチやマネージャーなどの選手以外の学生も存在するが、それらの学生と

競技団体との関係は、（6）で後述する指導者と競技団体と同様に考えることができる。

上述（2）イの競技団体が主催する競技会等では、学生の選手登録だけではなく、運動部が当該競技

団体に加盟することも参加資格要件とされる場合があり、そのような場合には、運動部は、当該競技団

体に加盟しなければ、当該競技会にその所属する学生を出場させることができない。

そのため、運動部は競技団体に加盟しており、これにより、運動部は、競技団体の主催する競技会等

に所属選手を参加させることができる一方で、競技団体の規律に服することになるから、競技団体の諸

規程の適用を受けることになる。そして、運動部や所属する学生による不祥事が生じた場合、競技団体

は、自らの諸規程に基づき、当該運動部に対して処分をすることができる。
15

大学の運動部は、大学が公認した課外活動団体としての地位を有し、その活動は、大学の教育活動の

一環として位置付けられる16。

11　インカレやその予選となる地区大会の主催団体の多くは学連だが、学連が存在しない競技においては、NF及び傘下
の地方競技団体が主催団体となっている場合がある。

12　各地方団体（地区学連）では、毎年、地区大会として、当該地区に所在する大学間の対抗戦や記録会を主催しており、
その成績次第で、参加した運動部及び学生がインカレに出場することができる場合がある。

13　ただし、競技によっては、運動部や大学公認の団体が存在せず、学生と競技団体の間に運動部等が介在しない場合も
ある。

14　登録のための提出書類のひとつとして、競技団体の規程を遵守する旨の誓約書を提出させる例もある。
15　大学が学内にスポーツ分野を一体的に統括する部局（アスレチックデパートメント局）を設置することについては、
UNIVAS作成の「大学スポーツ振興に向けた大学スポーツ統括業務の手引書」参照。

16　小学校、中学校及び高等学校においては、運動部等の活動も「特別活動」として正規の教育活動又は学校教育の一環
として編成されているのに対し（学校教育法（小学校につき21条、30条及び31条、中学校につき30条、31条、46条

3　運動部と競技団体の関係（③）

4　大学と運動部の関係（④）�15
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大学は、運動部の活動状況や実績を対外的に公式に発信するだけでなく、運動部に対し、「部長」「顧

問」「監督」等といった名称で大学に所属する教職員を配置し17、活動費を支給するとともに、大学の運

動施設等を優先的に利用させるなど、非公認の団体（サークル等）とは異なる特別な取扱いをするのが

通常である（大学によっては、運動部に所属する学生専用の運動施設や寮を用意したり、いわゆるスポー

ツ推薦入試を実施してスポーツで優秀な実績を残した学生を入学させたりすることによって、積極的に

運動部の強化を図っている場合もある18。）。他方で、大学は、運動部による課外活動に対して一定の管

理・教育権限を有していると考えられるから19、運動部や所属する学生による不祥事が生じた場合、運

動部に適用される大学の諸規程や上記権限に基づき、運動部に対し処分をすることができる。

ア　指導者と大学の関係

運動部の指導者には、大学との間で契約（雇用契約、業務委託契約等）を締結している教職員のほか、

大学との間では契約を締結せず、運動部や監督等の指導者から業務を受託する外部指導者も存在する。

このうち大学との間で契約を締結した指導者による不祥事が生じた場合、大学は、指導者と締結した

契約に基づき、当該指導者に対し、当該契約の解除等の対応をすることができる。なお、指導者は、運

動部に所属する学生の指導・監督を業務としているから、学生が不祥事を起こしたり、巻き込まれたり

した場合に、指導者に監督責任があるとして、制裁等を受ける場合もある。

イ　指導者と運動部の関係

大学との間で契約を締結していない外部指導者については、外部指導に係る業務委託に関する契約書

等が作成されていないことも少なくないと考えられる。

このような外部指導者による不祥事が生じた場合には、大学は、当該外部指導者との間で契約関係が

ないために、当該外部指導者に対し、直接処分をすることはできず、当該外部指導者と契約関係にある

運動部や指導者が、当該契約に従った対応を検討することになると考えられる。もっとも、当該契約に

係る契約書がない場合には、どのような処分や措置をとることができるかが不明確となる。

及び49条、高等学校につき30条、31条及び62条）、学校教育法施行規則（50条、72条及び83条）、各学習指導要領）、
大学における課外活動を直接規定する法令はなく、正課教育の一環としては位置付けられていない。

17　一般的に、部長又は顧問は、大学の教職員が就任することが多い。部長又は顧問は、必ずしも当該競技の経験を有し
ているわけではなく、競技の指導は、監督が行うことが多い。

18　創設会議においては、運動部活動は、学生を中心とする自主的・自律的な活動とされ、大学の広報等に寄与する一方、
大学の関与は限定的な場合が多いと指摘された。

19　運動部が大学に所属する学生を構成員として課外活動を行うために組織されたものである以上、大学は運動部に所属
する学生が当該課外活動を行う際にも管理・教育権限を有するものというべきであり、大学の管理・教育権限が及ぶ
以上、大学はその管理・教育権限に対応する範囲内で運動部に所属する学生の身体、生命について安全配慮義務を負
うものというべきである旨を判示した裁判例がある（ヨット部合宿死亡事故事件山形地裁判決昭和58年2月28日判タ
494号135頁。もっとも本判決では、結論として、本件大学の安全配慮義務違反を認定していない。）。

5　指導者と大学・運動部の関係
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指導者は、競技団体が主催する競技会において指導する場合や、競技団体が主催する合宿に指導者と

して参加する場合、競技団体への登録を求められることが一般的である。競技団体への登録を行った指

導者は、競技団体の規律に服することになるので、競技団体の規程の適用を受けることとなる。

他方で、運動部の指導者には、競技団体が主催する競技会場へは同行せず、日常の部活動のサポート

を行うにすぎない者も存在し、競技団体への登録をしていないこともある。このような指導者に対して

は、競技団体の諸規程が適用されないため、別途競技団体との契約がある場合を除き、当該指導者によ

る不祥事が生じた場合に、競技団体が当該指導者に対して直接処分をすることはできないこととなる。

6　指導者と競技団体の関係（⑥）
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競技団体加盟者（登録者を含む。以下同様。）に対し、法律や定款、規程その他の競技団体の内規等

を遵守させ、競技団体におけるコンプライアンスの徹底及び秩序の維持を図り、もって健全なスポーツ

の普及・振興等を実現するためには、競技団体が、競技団体加盟者に対し、競技内又は競技外における

法律や内規等の違反行為に対して処分（懲罰）を課すことができる必要がある。この競技団体による処

分には処分対象者に対する不利益を伴うところ、競技団体において処分に関する内部規程等が整備され

ていないときには、競技団体により恣意的な処分が課されるおそれがある。そこで、競技団体は、処分

に関する内部規程等の整備を含め、処分を適正に実施するための体制を構築する必要がある。

具体的には、競技団体は、合理的な処分事由、処分内容及び処分手続を定めた処分規定を策定し、そ

の処分規定を競技団体加盟者に周知すべきである。

そして、処分規定に定める処分事由に該当し、処分規定に定める適正な処分手続の下、個々の事案に

応じた相当な処分が選択されるべきである。

なお、競技団体は、処分規定に基づかない処分はもちろんのこと、競技活動の自粛等をするよう加盟

大学やその運動部に事実上の働き掛けを行うといった、本来の処分規定を逸脱するような行為をするこ

とは許されないし、すべきではない。

ア　合理的な処分規定の存在　

競技団体加盟者には、「スポーツをする自由」ないし「スポーツをする権利」（以下、総称して「ス

ポーツ権」という。）が認められる。ここでいうスポーツ権は、必ずしも、一義的に確立した権利と

までは言い難いものの、個人の自己実現・自己表現として自由にスポーツに携わる法的利益・法的権

利であると整理することができる20。このスポーツ権の法的根拠は、憲法13条の幸福追求権や憲法25

条の生存権に求められ、さらに、大学スポーツに係るスポーツ権については、憲法26条の教育を受

ける権利にもその根拠があるとされる。

そして、競技団体による競技団体加盟者に対する処分は、競技団体加盟者のスポーツ権の制約にな

り得ることに鑑みれば、競技団体加盟者の予見可能性を確保し、スポーツ権の行使を不当に委縮させ

るべきではないという観点から、競技団体の規程等の内規において、処分の対象になり得る禁止行為、

処分対象者、課され得る処分の内容、処分に至るまでの手続等を内容とする処分規定を整備すべきで

20　第一東京弁護士会総合法律研究所スポーツ法研究部会『スポーツ権と不祥事処分をめぐる法実務　スポーツ基本法時
代の選手に対する適正処分のあり方』8頁（清文社、初版、2013年）参照。

1　処分の意義等

2　処分の法的根拠　

処分の意義、法的根拠等3
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ある。

そして、処分規定が競技団体加盟者との間で効力を有するためには、当該処分規定の内容が合理的

である必要がある。処分規定の合理性の担保については、競技団体の外部の中立的かつ専門的な第三

者から、処分規定の内容の確認を定期的に受けて、適宜見直しをしていくことも必要になると考えら

れる。　　　　

イ　処分規定が周知されていること

競技団体加盟者の予見可能性を確保し、スポーツ権の行使を不当に委縮させないという観点や、競

技団体による不当な処分を防止する観点からは、処分規定が競技団体加盟者に対してあらかじめ周知

されているべきである。例えば、競技団体のウェブサイト等において、競技団体加盟者が、いつでも

処分規定を確認できるようにしておくことが考えられる。

ウ　処分事由の該当性

有効な処分を行うためには、対象となる行為が、処分規定の処分事由に該当し、処分に客観的・合

理的な理由があると認められることが必要である。

例えば、行為後に定められた処分規定による処分は、競技団体加盟者に対する不意打ちとなるため

に許されず（遡及処分（処分規定の遡及適用）の禁止）、また、一つの違反行為に対して重ねて処分

することは二重処分に該当し許されない（二重処分の禁止）21。

エ　処分内容の相当性

処分は、違反行為の性質・態様その他の事情に照らして社会通念上相当なものである必要がある。

具体的には、違反行為の悪性の程度や過去の類似事例に比して不当に重い処分が課されてはならない

し（比例原則）、違反行為の事実が複数存在した場合に、行為主体により恣意的に処分の有無や内容

を異にしてはならない（平等原則）。

そして、処分内容の相当性の判断にあたっては、違反行為の態様や動機、故意又は過失の有無・程

度、結果の重大性、経緯、行為者の地位・立場、人数、違反行為後の事情、情状といった違反行為や

行為者の事情に加えて、違反行為が競技団体又は社会に与えた影響や、過去に処分した同種事案にお

ける処分内容との均衡等の当該事案に関する一切の事情を総合的に考慮すべきである。

オ　処分手続の相当性（告知聴聞手続）

競技団体による競技団体加盟者に対する処分は、上述のとおり、競技団体加盟者のスポーツ権を制

21　競技団体加盟者である運動部や学生は、大学に所属するとともに、競技団体に登録ないし加盟しているため、大学と
競技団体のいずれの規程も適用され得る立場にある。そして、大学と競技団体は相互に独立した組織であるから、運
動部や学生による不祥事事案が生じた場合において、大学と競技団体がそれぞれの規程に基づき同一の不祥事事案に
対して別個独立に処分をしたときにも、二重処分の禁止には反しない。もっとも、二重処分の禁止に反しないとして
も、大学と競技団体の両方の処分が課されることにより、違反行為を行った競技団体加盟者のスポーツ権を過度に制
約する結果にならぬよう留意すべきであろう。



11

約し得るもので、ひいては競技団体加盟者の社会的地位や競技人生に大きな影響を与えることがあり、

公権力の行使に類似する性質を有することから、憲法31条や行政手続法の趣旨等を踏まえた、適正

な手続保障がなされるべきである22。具体的には、①処分規定において、手続規定を明確に制定し、

ウェブサイト等において周知すること、②処分に関する調査・判断を行う機関の独立性・中立性を確

保し、証拠等をもって適切に事実確認をした上で処分事由の該当性を判断すること、③処分対象であ

る競技団体加盟者に対し、処分の対象となり得る行為を書面等により告知し、同加盟者に対して聴聞

の機会や弁明の機会を付与すること23、④処分後の不服申立て制度を整備すること等24が考えられる。

このうち、処分対象である競技団体加盟者に対する最も基本的な手続的保障は、③処分の対象とな

り得る行為の告知、聴聞・弁明の機会の付与である。そのため、競技団体としては、最低限の手続的

権利として、③を処分規定における手続規定として整備すべきである。

また、②処分に関する調査・判断機関（調査委員会、審査委員会委員会等）は、弁護士等の有識者

を構成員に含め、かつ、問題となる違反行為に関する事案に関わりのない者のみで構成されることが

考えられる。

ア　処分事由

具体的な処分事由としては、法令又は競技団体が定める定款・規約・規程又は指針に反する行為、

競技団体による指示・命令等に反する行為、暴力・暴言・脅迫・差別的言動・いじめその他これらに

類似する行為、各種ハラスメント行為、競技者等としての品位を欠く又は社会人としての社会規範に

反する行為や、競技団体の品位を害し、競技団体又は競技関係者等の名誉を毀損又は信用を失墜させ

る行為等が考えられる。

イ　処分対象者

処分対象者は、競技団体に加盟・登録する大学・運動部、競技者、部員、部長、監督、コーチ、ト

レーナー、マネージャー、審判員等が考えられる。

ウ　処分の種類

処分の種類としては、各競技団体で異なるものの、違反行為をした競技団体加盟者である個人に対

する戒告、譴責、対外試合出場禁止、活動停止、資格停止又は除名等のほかに、当該個人が属する運

動部に対する対外試合出場禁止や活動停止等が考えられる（ただし、後述（4）ウのとおり、運動部

に対する処分が連帯処分となる場合については、個人責任の原則に照らして例外的なものにとどま

る。）。

22　競技団体がNFの場合には、SGコードの原則10に従って適切な懲罰制度を構築することが求められる。
23　別紙4弁明の機会の付与通知書参照
24　処分内容の通知については、別紙5処分決定通知書参照

3　処分事由、処分対象者及び処分の種類
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ア　総論

合理的かつ周知された処分規定の処分事由に該当する場合で、処分規定に係る手続が適正に履践さ

れたときであっても、実際に行われる処分内容が不合理なものであってはならず、処分には一定の制

約がある25。

イ　私生活上の行為に関する処分

競技団体による支配の及ぶ範囲に属する違反行為に対して処分がなされるべきであり、その範囲外

の違反行為について処分をする場合には慎重に検討すべきである。この点、違反行為は、①競技団体

主催大会の競技内の行為／競技外の行為、②競技団体主催大会以外の競技会における競技内の行為／

競技外の行為、③私生活上の行為に大きく分類することが可能であると考えられる。この分類におい

ては、各分類間にまたがるような行為もある（例えば、競技団体主催大会以外の競技会での競技後に

開催された飲み会における違反行為は、②競技団体主催大会以外の競技会における競技外の行為と③

私生活上の行為の両方の性質を有すると評価できる。）。各分類の境界は不分明であるものの、競技団

体による処分の根拠が、競技団体と競技団体加盟者との間に加盟・登録関係があることを前提とした

処分規定の存在に求められることからすれば、当該違反行為が③私生活上の行為であるような場合に

は、競技団体による支配の及ぶ範囲外であり、また、競技団体による健全なスポーツの普及・振興等

の関係でも処分をする必要がないと評価し得る場合もあることから、そのような場合において競技団

体が処分することは慎重であるべきである。もっとも、私生活上の行為であっても、処分対象者が活

動する競技又は競技団体の社会的評価を毀損するなどの場合には、競技団体が処分をすることも考え

られる。

ウ　連帯責任

競技者個人に違反行為があった場合の責任は、原則として当該個人のみが負うべきであり、安易に

当該個人が所属する運動部全体の試合出場禁止等の重い連帯処分を課すことにより、違反行為に関与

していない他の競技者等のスポーツ権を不当に制約しないように留意しなければならない。すなわち、

このような連帯処分が認められるのは、運動部の関係者が複数関与して組織的になされた違反行為の

場合において、将来の違反行為を未然に防ぐ必要性や当該行為者以外の者についても処分を行う必要

性が認められる等の特段の事情があるときに限られるというべきである。

エ　処分の限界の判断基準・限界事例の紹介

当該処分が処分の限界を超えるものであるか否かは、上述の各考慮要素に鑑み、競技団体の判断が

25　制約の内容の1つとして、上述（2）エの「処分内容の相当性」（比例原則と平等原則）がある。

4　処分の限界等
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その裁量権の逸脱・濫用にならないかとの観点から判断される。なお、競技団体による処分の効力が

争われた仲裁判断においては、競技団体の意思決定を尊重する観点から、公益財団法人スポーツ仲裁

機構（以下、「JSAA」という。）において当該処分を取り消すことができるのは、①決定がその制定

した規則に違反している場合、②規則には違反していないが著しく合理性を欠く場合、③決定に至る

手続に瑕疵がある場合、又は④規則自体が法秩序に違反し若しくは著しく合理性を欠く場合であると

されている（JSAA-AP-2003-001号事案）。

JSAAによる仲裁判断のうち上述①～③に該当する例としては、以下の事例がある。

事件番号 事案の概要 結論 理由の概要

JSAA-AP-2003-01 大学ウエイトリフティング部の
コーチ（申立人）が、大麻取締
法違反で逮捕された男子部員の
監督不行届きを理由とした公益
社団法人日本ウエイトリフティ
ング協会による除籍及び一定期
間の登録拒否を内容とする処分
に対し、その処分決定の取消し
を求めた事案。
申立人は、
㋐行為者である学生は男子部の
部員であるところ、申立人は女
子部のコーチであり、「部員に
対する監督不行届き」を理由と
する処分には理由がないこと
㋑申立人に対する聴聞の機会が
与えられなかったこと
㋒申立人に対し、不利益処分の
法的根拠等が明示されなかった
こと
㋓処分決定書の謄本送達による
処分の通知がなかったこと
を申立ての理由として、違法な
処分であると主張した。

認容 ㋐「大麻がドーピング物質（禁止薬
物）であることを考えると、運動部
所属の選手が単に窃盗や傷害を行っ
て逮捕された場合とは異なり、コー
チが直接的に指導していない選手の
行為についても、所属する運動部の
コーチであるということのみから監
督不行届きを理由にしてその責任を
問う余地が全くない、とまで断言す
ることはできない。」
㋑「本件処分は、本来、申立人につ
いての聴取等の手続を経て行うべき
ものであるところ、申立人に告知も
されることなく不意打ちで処分が決
定されており、処分決定手続に明ら
かに重大な違法があるといわざるを
えず、取り消されるべきである。」
（上述③の類型に該当）。
㋒「本件のような処分を行う場合に、
最低限、処分の根拠となる規定を示
すことは不可欠と解すべきであり、
この点が独立して取消事由に該当す
るかどうかはともかくとして、根拠
規定が明確に示されずになされた本
件処分はきわめて不適切といわなけ
ればならない。」
④「決定書謄本の送達は処分対象者
に直接行われるべきであって、部長
Aを通じてなされたことははなはだ
不適切といわなければならない。」
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JSAA-AP-2009-001 軟式野球クラブチーム代表者
（申立人）が、市軟式野球連盟
がその規約（所属チームは、営
利的・宣伝的・政治的な目的で
開かれる大会に出場することが
できない旨）に該当したことを
理由として、同チームが全国草
野球大会に出場できない等の処
分をしたことに対し、その処分
決定の取消しを求めた事案。

認容 「営利的・宣伝的・政治的等の効果
を求めるような目的で開かれる大
会」に該当すると判断する場合に限
り例外的に出場を制限できるとの規
定があるところ、市軟式野球連盟は
当該全国草野球大会がこれに該当す
るか不明なままに当該チームが出場
できない旨の処分を行っており、同
規約に反する決定であるから、処分
決定は取り消されるべきであると判
断された（上述①の類型に該当）。

JSAA-AP-2009-002 社団法人日本綱引連盟の公認審
判員（申立人）が、別の公認審
判員が公認認定されるための条
件を満たしていないとしてその
審判資格に疑義を持ったことか
ら、同連盟の規程に基づいて同
人の審判の資格審査の申立てを
行ったところ、同連盟が審査を
拒否する旨の決定をしたことに
対し、その決定の取消しを求め
た事案。

一部
認容

申立人は、同連盟綱引競技審査委員
会規程に基づき綱引競技審査委員会
に疑義を審査するよう申立てをして
おり、日本綱引連盟はこれに対する
裁定を行わなければならないとこ
ろ、同規程に違反して、審査を拒否
し、裁定を行わなかったことから、
審査を拒否する旨の決定について、
取り消すとの判断がなされた（上述
①の類型に該当）。

JSAA-AP-2011-001 大学馬術部の部員が、関東学生
馬術協会に対し、馬匹の参加資
格がなかったことに基づく同協
会が行った同協会主催大会にお
ける成績の取消決定の処分に対
し、関東学生馬術協会の制定規
則の解釈の誤り（馬匹の参加資
格があったこと）及び処分手続
の瑕疵（成績の取消決定の根拠
規定がないこと等）を理由とし
て、その処分決定の取消しを求
めた事案。

棄却 大会に出場した馬匹は、有効な馬匹
登録はなされているものの、大会の
参加資格としての登録期限は徒過し
ていたのであるから、大会への参加
資格は得られなかったのであり、関
東学生馬術協会の制定規則の解釈に
誤りはない（上述①の類型に該当）。
また、「被申立人が主催する競技会
における成績の取消の手続を定める
規定は見当たらない。しかし、被申
立人の主催する競技会への参加資格
が定められている以上、その参加資
格を充たさない参加者の成績を主催
者が取り消すことができることは当
然のことであって、具体的な根拠規
定は必要がない」から、処分手続の
瑕疵があるとはいえない（上述②の
類型に該当）。
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オ　処分に対する救済

競技団体による処分に対して不服がある場合に、処分対象者と競技団体との間で公益財団法人日本

スポーツ仲裁機構（JSAA）に仲裁を付託する旨の合意があるときには、JSAAに対して仲裁を申し

立てることが考えられる。競技団体としては、処分対象者の手続保障のために、処分規定と処分決定

通知書に当該仲裁申立てが可能である旨を規定（自動応諾条項）しておき、救済手続の存在を処分対

象者に明示すべきである26。

なお、処分が無効であることを前提に、裁判所に対して競技団体加盟者の地位にあることの確認等

を求める民事訴訟を提起する余地もあるが、競技団体の内部における法律上の係争については、当該

係争が一般市民法秩序と直接の関係を有しない内部的な問題にとどまる限り、団体の自律的な解決に

委ねることを相当し、裁判所の司法審査は及ばないとして、不適法却下されることが多い。例えば、

大学スポーツにおける事例としては、全日本学生スキー連盟が運動部に対して行った競技大会への無

期限出場停止等の処分について、大学が処分の無効確認の訴えを提起したところ、裁判所は、競技団

体は、競技の普及及び進行等を実現するという目的を達成するために必要な諸事項については、定款

等によりこれを規定し実施することのできる自律的、包括的な権能を有し、一般社会とは異なる特殊

な部分社会を形成しているとされ、内部規律を維持するための懲戒作用は団体内部の問題であり、一

般市民法秩序と直接の関係を有しないので、司法審査の対象とはならない（裁判所での判断になじま

ない）と判断した（東京地判平成22年12月1日判タ1350号240頁）。このように、裁判所による十分

な司法的紛争解決が望めない場合もあることから、各競技団体が、処分に関する処分規定を整備して

適正手続に基づき処分を課すとともに、団体内部に処分等を争う紛争解決制度を設けるほか、JSAA

のスポーツ仲裁を利用できるような仕組みを構築するなど、スポーツ紛争を迅速かつ適正に解決でき

るようにしていく必要がある。

26　スポーツ仲裁自動応諾条項の採択状況（http://www.jsaa.jp/doc/arbitrationclause.html）。JOCの加盟又は準加盟団体
においては、採択率は95.2%である。
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不祥事が発生した際に、不祥事を把握する方法として報告義務を課している競技団体は3団体、課し

ていない団体は19団体であった。

報告義務を課している競技団体は、不祥事を主体的に把握することができ、解決に向けて迅速な対応

ができる一方、対応に要する人的負担も大きいようであった。

一方、報告義務を課していない競技団体においては、報道や上部・下部団体等の関係者からの通報

等27によって把握しているケースが多かった。

競技団体としては、報告義務を課して、これを履行させることによって、速やかに不祥事を把握する

ことができ、処分の検討を含む適切な事後対応をすることができるとして、競技団体加盟者に対して、

不祥事に関する競技団体への報告義務を課すという考え方もあり得るところである。

3団体

19 団体

不祥事把握のプロセス
（報告義務の有無）

報告義務あり 報告義務なし

処分規定を設けている競技団体は15団体、設けていない競技団体は7団体であった。

15団体の処分規定の内容は、競技団体によって様々であったが、禁止事項と処分内容等が定められ

ているものが多かったが（禁止事項と処分内容のいずれかのみを定めている規程があった。）、処分手続

きに関して定められていない団体もあった。処分規定の形式としては、それ自体単独の規程として定め

27　通報の方法については、別紙3通報シート参照

1　不祥事の把握方法

2　処分規定の有無

各競技団体における処分の現状について4
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られているもののほか、コンプライアンス規程や倫理規程等の既存の規程の一部の規定として盛り込ま

れる形で定められているものがあった。処分規程がある場合であっても、これに則らずに処分をするな

ど、処分規定が形骸化している団体もあった。

一方、処分規程を設けていない競技団体については、上部団体のNFの規程に則って処分をする団体、

団体の慣習や役員等の合議又は単独で処分をする団体があった。

この点、処分規程の名称や形式については、競技団体によって異なることも許されるが、その内容と

して、処分の対象になり得る禁止行為、処分対象者、課され得る処分の内容、処分に至るまでの手続等

が定めるべきであるため、後述6で提示するモデル書式を参考に、各競技団体の処分規程の内容を改め

て確認していただきたい。

15団体

7団体

処分に関する規程の有無

処分規定あり 処分規定なし

処分基準を設けている競技団体は3団体、設けていない競技団体は19団体であった。処分基準を具体

的かつ明確に定め、かつ、これを公表することにより、競技団体による恣意的な処分を防止し、処分の

公平性や透明性を担保することができる。

処分基準を設けている競技団体においては、処分基準に従って処分の要否及びその内容が検討される

ことになるが、処分した実績がない団体もあった。

一方、処分基準を設けていない競技団体においては、過去の同種の不祥事を参考に処分をする団体や、

役員等の合議又は単独で処分をする団体があった。

…

28　処分基準とは、処分をするかどうか又はどのような処分とするかについて判断するために必要とされる基準をいう。
すなわち、上述3（2）エのとおり、処分は、違反行為の性質・態様その他の事情に照らして社会通念上相当なもので
ある必要があり（処分内容の相当性）、その相当性の判断に当たって考慮すべき事情を整理したものといえる。

3　処分基準 28の有無



18

処分基準の有無

処分基準あり 処分基準なし

19団体

3団体

不服申立手続を設けている競技団体は11団体、設けていない団体は11団体であった。

不服申立手続を設けている競技団体は、いずれもJSAAによるスポーツ仲裁を利用できる旨を定めていた。

一方、不服申立手続を設けていない競技団体の多くは、処分規程の整備が十分できていないことを理

由としていた。

不服申立手続を設けることは、処分対象者に対して、処分に関する事後救済の道を与えるものであり、

適正手続の観点から望ましいといえる。これによって、処分事由の該当性、処分内容の相当性及び処分

手続の適正性の吟味が可能となる。この点、競技団体における処分については、上述3（4）オのとおり、

必ずしも裁判所による解決になじまない事案が多い。そのため、JSAAによるスポーツ仲裁を利用でき

るように、各競技団体がその規程の中で自動応諾条項29を定めることによって、紛争の迅速かつ適正な

解決が期待できる。

11団体11団体

不服申立て手続き

不服申立て手続きあり 不服申立て手続きなし

29　自動応諾条項とは、競技団体の行った決定に対する不服についてJSAAの仲裁にその解決を委ねる旨の条項をいう（ス
ポーツ仲裁規則第2条第3項）。

4　不服申立手続
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不祥事が生じた場合において、大学と競技団体がそれぞれの規程に基づき別個独立に処分をすること

ができるとき、競技団体として、大学の処分とは別途処分を行うかについては、以下のとおり、大きく

2つに分類することができる。まず、（1）大学による処分を尊重し、これを追認する形で、競技団体に

よる処分は謙抑的であると回答したのが22団体中9団体であった。

もっとも、これら9団体のうち、（1-1）大学による処分とは別途に競技団体として処分を課す余地があ

ると考えているのが5団体30、（1-2）大学による処分がなされる以上は別途競技団体として処分を課すこ

とは想定していないと考えているのが4団体であった。

次に、（2）競技団体による処分は、大学による処分とは関係なく、完全に独立していると回答したの

が22団体中7団体であった。その理由としては、大学による処分は大学毎に差異が生じ公平ではない、

競技人口の少ない競技では全ての大学において当該競技を行う運動部があるわけではないから、大学に

よる処分に委ねることはできない等とするものがあった。

また、（3）22団体のうち残りの6団体は、これまで不祥事対応の件数が乏しいために、現時点で、大

学による処分がなされた場合に競技団体としてどのような対応をするかにつき明確に回答できないとの

ことであった。

5団体

 4団体

7団体

6団体

大学の処分に対する競技団体の考え方

（1-1）追認のうえ、独自の処分を課す可能性

（1-2）追認のうえ、独自の処分は課さない

（2）特に考慮せず、独自の処分を課す

（3）その他

以下で、別紙1各競技団体の処分事例（直近10年分）、別紙2処分に関するモデル書式、別紙2-1処分

規程（詳細版）、別紙2-2処分規程（簡易版）、別紙3通報シート、別紙4弁明の機会の付与通知書、別紙

5処分決定通知書を示す。

30　例えば、大学による処分が妥当であるから競技団体として別途の処分を行う必要はないと判断したものの、その処分
が不当であれば別途処分を行うことを考えている団体があった。

5　大学の処分に対する競技団体の考え方
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別紙1

各競技団体の処分事例（直近10年分）

各競技団体が、直近10年で処分をした事例を処分対象行為毎（未成年飲酒等）にまとめた。競技団

体によっては、10年以上前の事例についても情報提供いただいたので記載している。

事例に関与した当事者又は処分対象者を特定することは目的ではなく、今後、同種の事案が発生した

場合に、各競技団体がどのような対応をするべきかの検討の際の参考資料として用いていただくことを

目的としているので、競技団体名や個人情報は記載していない。

また、大学が課した処分についても把握している事例もあるが、今回の調査は、競技団体のみを対象

としているので、大学が処分した内容については記載していない。

概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

1
未成年の学生22名が、一
般学生5名と共に、居酒屋
において飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

22名

2
未成年の学生1名が、成年
の学生1名と共に、飲酒を
した。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 2名

3
未成年の学生1名が、合宿
中に飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 1名

4
未成年の学生11名が、飲
酒をした（SNSの動画投稿
により発覚）。

未成年飲酒 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

11名

5
未成年の学生5名が、自宅
において飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 5名

6
未成年の学生5名が、自宅
において飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 5名

7
未成年の学生44名が、居
酒屋において飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 3か月間の対外
試合禁止

44名

8
未成年の学生4名を含む学
生10名が、居酒屋におい
て、飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 10名

9
未成年の学生1名が、飲酒
をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

10
未成年の学生1名が、飲酒
をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 1名

11

未成年の学生4名が、飲酒
をした。同学生が所属する
運動部で、別の未成年飲酒
の問題が発覚し、処分の検
討期間中であった。部長及
び監督は、当該事実を競技
団体や大学に報告せず、飲
酒をした部員を退部させて
いた。

未成年飲酒 競技団体 運動部
部長
監督

（運動部）
1か月間の対外
試合禁止
（部長、監督）
1か月間の謹慎

6名

12
未成年の学生2名が、運動
部の寮内において、飲酒を
した。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 2名

13
未成年の学生1名を含む学
生2名が、合宿中に合宿所
内において、飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 2名

14

未成年の学生29名（入学
予定者の高校生15名を含
む）が、合宿中に合宿所に
おいて、飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 1か月半の対外
試合禁止

29名

15
未成年の学生3名を含む7
名の学生が、合宿中に居酒
屋において、飲酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 7名

16

未成年の学生2名が、入学
予定の高校生2名と、運動
部の寮内において、飲酒を
した。

未成年飲酒 競技団体 運動部 1か月間の対外
試合禁止

4名

17
未成年の学生16名が、飲
酒をした。

未成年飲酒 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

16名

18
未成年の学生6名が、居酒
屋において、飲酒した。

未成年飲酒 競技団体 運動部 厳重注意 6名

19
未成年の学生1名が、飲酒
した。

未成年飲酒 競技団体 運動部 厳重注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

20

未成年の学生12名が、飲酒
した。

未成年飲酒 競技団体 運動部
部長
監督

（運動部）
厳重注意及び改
善計画書の提出
（部長）
3か月間の謹慎
（監督）
厳重注意及び改
善計画書の提出

12名

21
未成年の学生2名が、飲酒
した。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 2名

22
未成年の学生8名が、飲酒
した。

未成年飲酒 競技団体 運動部 譴責 8名

23

未成年の学生50名が、居酒
屋において懇親会を行い、
32名が飲酒、5名が飲酒及
び喫煙した。部長は、事実
を把握しながら、競技団体
に対しての報告が遅れた。

未成年飲酒及
び喫煙、報告
義務違反

競技団体 運動部
部長
監督

（運動部）
厳重注意
（部長、監督）
6か月間の謹慎

50名

24

学生8名が、合宿中、部屋
において飲酒していたとこ
ろ、1名（未成年）が急性
アルコール中毒により救急
車で搬送された。

未成年飲酒 競技団体 運動部 注意 1名

25

学生1名が、未成年飲酒を
したうえ、酒に酔った状態
で、同じ大学の女子寮に住
む女子学生の下着を窃取し
た。

未成年飲酒、
窃盗

競技団体 学生 約半年間の出場
停止

1名

26

①未成年の学生を含む22
名の学生が、バーベキュー
を開催し、うち20名が飲
酒した。
②未成年の学生を含む5名
の学生が、夕食の際、飲酒
した。
③学生同士がけんかをし、
鼻骨及び左目下を骨折させ
た。

①未成年飲酒
②未成年飲酒
③傷害

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

①22名
②5名
③2名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

27

未成年の学生16名が、新
入生歓迎会において、飲酒
し、成人の学生1名もアル
コール中毒で救急搬送さ
れ、入院した。

未成年飲酒、
飲酒による救
急搬送

競技団体 運動部 厳重注意 17名

28

未成年の学生30名が、居
酒屋において懇親会を開催
し、28名が飲酒、喫煙を
した。

未成年飲酒、
喫煙

競技団体 運動部 3か月間の対外
試合禁止

30名

29

学生1名が、居酒屋におい
て、未成年の学生1名と飲
酒をした。その後、駅構内
において通行人の女性に声
をかけて胸を触った（未成
年の学生は強制わいせつを
していない。）。

未成年飲酒、
強制わいせつ

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

2名

30

未成年の学生3名を含む学
生5名が、アパートにおい
て飲酒し、通報を受けた警
察官が訪れた際に1名が逃
走し、警察官ともみ合いに
なり、警察官を殴打したと
して、公務執行妨害罪で逮
捕された。

未成年飲酒、
公務執行妨害

競技団体 運動部 厳重注意 5名

31

未成年の学生複数名が、成
年の学生とともに飲酒をし
た。
また、このうち未成年の学
生1名が、飲酒後、酒に
酔った状態で、他の学生が
所有するバイクを無免許で
運転をした。

未成年飲酒、
酒気帯び運
転、無免許運
転

競技団体 運動部
部長
監督
学生

（運動部）
日本学生選手権
大会の出場停止
（部長）
厳重注意
（監督）
譴責、及び競技
団体における役
職の解任
（当該学生）
翌年の一定時期
までの大会エン
トリーの禁止

約10名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

（飲酒に同席し
た学生）
当該年度中の大
会エントリーの
禁止、及び、競
技団体主催の強
化合宿等への参
加の禁止

32

未成年の学生1名が、友人
と飲酒していたところ、友
人の1名がその飲酒の様子
をSNSに投稿した。

未成年飲酒、
不適切な投稿

競技団体 運動部 注意 1名

33

①未成年の学生5名を含む
学生20名が、居酒屋にお
いて飲酒をした。
②学生2名が、後輩の学生
7名に対して、それぞれ頬
を1回ずつ叩いた。
③学生1名が、後輩の学生
29名に対して坊主を強要
した。

①未成年飲酒
②暴行
③パワーハラ
スメント

競技団体 運動部 1か月間の謹慎 ①20名
②2名
③1名

34

①未成年の学生1名が、飲
食店において、飲酒及び喫
煙をした。
②未成年の学生1名が、ア
ルバイト先において、喫煙
をした。
③未成年の学生1名が、宿
泊先において、飲酒をし
た。

未成年飲酒及
び喫煙

競技団体 運動部 注意 ①1名
②1名
③1名

35

未成年の学生1名が、運動
部の寮内において喫煙を
し、未成年の学生5名（喫
煙をした学生1名を含む）
が、飲酒をした。

未成年飲酒及
び喫煙

競技団体 運動部 注意 5名

36
未成年の学生2名が、カラ
オケボックスにおいて、飲
酒及び喫煙をした。

未成年飲酒及
び喫煙

競技団体 運動部 注意 2名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

37

未成年の学生1名を含む3
名の学生が、飲食店におい
て飲酒をした後、自動車及
びバイクを運転した。

未成年飲酒及
び酒気帯び運
転

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

3名

38
学生1名が、国際大会代表
選手選考合宿中に、飲酒を
した31。

飲酒 競技団体 学生 当該国際大会の
選考対象から除
外

2名

39
未成年の学生1名が、リ
モートシステムを用いた授
業中に、喫煙をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 1名

40
未成年の学生4名が、喫煙
をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 4名

41
未成年の学生5名が、喫煙
をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 5名

42
未成年の学生2名が、大学
付近において喫煙をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 2名

43
未成年の学生1名が、喫煙
をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 1名

44
未成年の学生1名が、喫煙
をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 1名

45
未成年の学生1名が、飲酒
をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 1名

46

未成年の学生1名が、大学
の寮近くのコンビニエンス
ストアの喫煙所において、
喫煙をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 1名

47
未成年の学生1名が、運動
部の試合会場付近におい
て、喫煙をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 1名

48
未成年の学生2名が、運動
部の試合会場付近におい
て、喫煙をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 2名

31　合宿中の飲酒を禁止する明文の規定は存在しなかった。
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

49
未成年の学生5名が、喫煙
をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 5名

50
未成年の学生1名が、大学
内において、喫煙をした。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 1名

51
未成年の学生4名が、喫煙
をし、喫煙している画像が
SNSに掲載された。

未成年喫煙 競技団体 運動部 厳重注意 4名

52

未成年1名を含む学生2名
が、秋季リーグ戦が行われ
ていた会場の喫煙所におい
て喫煙した。

未成年喫煙 競技団体 運動部 注意 2名

53

学生2名が、運動部の寮内
において、未成年の学生に
対して飲酒を強要し、暴行
をした。

未成年者に対
する飲酒強
要、暴行

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

2名

54

監督1名が、学生に対して、
長時間の練習を強要した。
また、そのことに不満であ
るような態度をとった学生
の顔面を平手打ちし、強制
的に帰宅させた。

暴行 競技団体 監督 3か月間の謹慎 1名

55
学生3名が、大学のグラウ
ンドにおいて、後輩の学生
1名に対して、暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

3名

56

学生1名が、練習中に、後
輩の学生1名に対して、右
大腿部を蹴るという暴行を
した。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名

57

学生1名が、運動部の練習
後に、後輩の学生1名に対
して、頭部、顔、背中に、
拳、平手打ち数回の暴行を
した。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

58
学生2名が、練習後に喧嘩
をした。

暴行 競技団体 運動部 注意 2名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

59
学生1名が、後輩の学生1
名に対して、暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名

60

学生1名が、後輩の学生2
名に対して、それぞれ、①
胸を押す及び頬を3回平手
打ち、②頬を2回殴打、し
た。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

61
学生2名が、運動部の寮内
において、後輩の学生1名
に対して、暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

2名

62
学生1名が、後輩の学生1
名に対して、暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

63

学生1名が、後輩の学生1
名に対して、腹や背中を蹴
り、突き飛ばす等の暴行を
した。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

64

学生1名が、合宿中に、宿
舎において、後輩の学生に
対して、プロレス技をかけ
て失神させ、過呼吸を発症
させた。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名

65

監督1名が、①学生1名に
対して腹部を1～ 2回殴打
し、②学生1名に対して前
蹴りをし、③学生1名に対
して胸を殴る、右足を蹴
る、等の暴行をした。

暴行 競技団体 監督 4か月間の謹慎 1名

66

学生1名が、後輩の学生1
名に対して、ボクシングの
真似事がエスカレートし、
暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名

67

学生1名が、試合中に、相
手チームの選手から挑発を
受けたことに反応し、相手
選手の腹部を殴打した。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

68

助監督1名が、①学生1名
に対して顔を2～3回殴打、
②学生1名に対して顔を2
～ 3回殴打、腹を拳で1回
殴打、③学生1名に対して
顔を2～ 3回殴打、腹を拳
で2回殴打、等の暴行をし
た。

暴行 競技団体 運動部
助監督

（運動部）
厳重注意及び改
善計画書の提出
（助監督）
4か月間の謹慎

1名

69
学生1名が、別の運動部に
所属する学生1名に対して、
暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名

70

コーチ1名が、①学生1名
に対して胸部を2回殴打及
び顔に数回の張り手をし
た。②他にも、3名の学生
に対して暴行をした

暴行 競技団体 コーチ 4か月間の謹慎 1名

71

①学生1名が、大学のグラ
ウンドにおいて、後輩の学
生1名の腹部を10回ほど殴
打した。
②学生1名が、後輩の学生
の顔を2回殴打した。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

①1名
②1名

72

コーチ1名が、運動部の練
習中、学生1名に対し、バッ
トを投げて体に当てた上、
近づいて太ももを蹴った。

暴行 競技団体 コーチ 3か月間の謹慎 1名

73

監督1名が、引退後の学生
に対し、髪を染めていたこ
とを理由に、足で蹴る、平
手打ちをするなどの暴行を
した。

暴行 競技団体 監督 1か月間の謹慎 1名

74
学生1名が、遅刻した学生
に対して、平手打ちを行っ
た。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意 1名

75
コーチ兼主務の学生1名
が、他の学生の顔面を殴打
した。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

76
学生2名が、他の学生に暴
行をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意 2名

77

学生1名が、運動部の寮内
において、8か月にわたっ
て後輩の学生1名に対し
て、悪質な暴力（いじめ）
を恒常的に行っていた。

暴行 競技団体 運動部
部長
監督

厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

78
学生1名が、後輩の学生2
名に対し、暴行をした。

暴行 競技団体 運動部
部長
監督

厳重注意 1名

79

学生1名が、後輩の学生1
名の顔面を1回殴打、鼻血
を出させた上、さらに3回
蹴打した。

暴行 競技団体 学生 注意 1名

80
学生1名が、後輩の学生1
名をベンチ裏に呼び出し、
バットで頭を殴った。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名

81
学生1名が、自転車で走行
中に女性歩行者の胸部を叩
いた容疑で逮捕された。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意 1名

82

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、指導を行った
際、後輩が不遜な態度を
とったため、逆上し暴行を
した。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

83

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、プレーが緩慢で
あることを理由に、暴行を
した。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

84

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、練習中に携帯電
話を操作したことを理由
に、暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

85

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、反抗的な態度を
とったことを理由に、暴行
をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

86
学生1名が、後輩の学生1
名に対し、暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

87

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、練習内での態度
に立腹し、叱った勢いで暴
行をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

88

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、無断欠席や練習
中の態度を理由に、暴行を
した。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名

89

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、態度が気に食わ
ないという理由で暴行をし
た。

暴行 競技団体 運動部 注意 1名

90

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、練習の補助がで
きないと言われたことに立
腹し、暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意 1名

91

学生4名が、後輩の学生1
名に対し、運動部を退部す
ることを思いとどまるよう
肩や尻を叩いたところ、後
輩の学生の父から、暴力行
為があったとの通報があっ
た。

暴行 競技団体 運動部 注意 4名

92

コーチ1名が、学生2名に
対し、平手打ち2発と足蹴
り1発を加える暴行をした。

暴行 競技団体 コーチ
部長

（コーチ）
厳重注意
（部長）
改善計画の提出

1名

93

学生5名が、入学前の高校
生3名に対して暴行を加
え、高校生3名のうち2名
が入学を辞退した。

暴行 競技団体 部長 （部長）
3か月間の謹慎

5名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

94
監督1名が、学生1名に対
して、平手打ち1発を加え
る暴行をした。

暴行 競技団体 監督 厳重注意 1名

95

①監督1名が暴言を言い、
コーチ2名が暴行をした。
②①に対して、学生25名
が運動部の練習をボイコッ
トした。

①暴言、暴行
②ボイコット

競技団体 運動部
監督
コーチ

（運動部）
警告処分
（監督）
警告処分
（コーチ）
1か月間の謹慎

①3名
②25名

96

学生2名が、同じ運動部の
学生1名に対して、顔、胸
部、大腿部を殴る暴行をし
た。

暴行 競技団体 運動部 注意 2名

97
学生1名が、被害者1名に
対して暴行をした。

暴行 競技団体 運動部 注意 複数名
（運動部
員は1名）

98
学生1名が、後輩の学生1
名に対して、頬を10発殴
打した。

暴行 競技団体 運動部 厳重注意 1名

99

①学生2名が、運動部の練
習中に、他の学生に対し
て、バットで臀部を叩く、
拳で頭を叩くなどした。
②学生2名が、他の学生複
数名に対して、強要して古
着を買わせた。

①暴行
②強要

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

①2名
②2名

100

学生1名が、グラウンド等に
おいて、他の学生に対して、
拳で小突くなどの暴行を
行った。部長は、大学内で
然るべき対応をせず、競技
団体に対する報告を怠った。

暴行、報告義
務違反

競技団体 部長 3か月間の謹慎 1名

101

監督1名が、学生複数名に
対して、頬を平手打ちし
た。部長が、暴力を肯定す
る旨の発言をし、また、連
盟への報告を遅滞した。

暴行、報告義
務違反

競技団体 監督
部長

3か月間の謹慎 2名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

102

学生2名が、大学のグラウ
ンドにおいて、後輩の学生
1名に対して、約2か月に
わたり、暴行や暴言を繰り
返した。

暴行、暴言 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

2名

103

①学生1名が、運動部の練
習中に、後輩の学生1名に
対して、バットで太ももを
叩く暴行をした。
②学生2名が、運動部の寮
内において、未成年の学生1
名に対して飲酒を強要した。

①暴行
②未成年者に
対する飲酒強
要

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

①1名
②2名

104

コーチが、学生1名に対し
て、頭髪を注意する際に、
1回平手打ちをした。また、
当該事実を競技団体に報告
しなかった。

暴行、報告義
務違反

競技団体 部長
コーチ

厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

105

監督1名が、学生2名に対
して、両頬を1回叩いた。
また、当該事実を競技団体
に報告しなかった。

暴行、報告義
務違反

競技団体 監督 2か月間の謹慎 1名

106

コーチ1名が、大学のグラ
ウンドにおいて、複数の学
生に対して、練習態度を注
意する際に、臀部を蹴るな
どの暴行をし、他にも度重
なる暴言をした。

暴行、暴言 競技団体 コーチ 3か月間の謹慎 1名

107
学生1名が、女性に対して、
携帯電話アプリを使用し、
写真を送付し、脅迫した32。

脅迫 競技団体 運動部 注意 1名

108

学生1名が、後輩の学生1
名に対して、練習中にいじ
め行為、日常的に寮から飲
食店等への送迎を強要し
た。

いじめ 競技団体 運動部 注意 1名

32　脅迫内容は不明
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

109

学生2名が、後輩の学生1
名に対して、金銭の貸借、
授業へ代理出席させる等の
いじめ行為をした。

いじめ 競技団体 運動部 注意 2名

110
監督1名が、練習及び試合
等において、パワーハラス
メントを繰り返した。

パワーハラス
メント

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

111

監督1名が、学生複数名に
対し、暴力・暴言等のパ
ワーハラスメントを行うな
どして、多くの退部者を出
した。

パワーハラス
メント

競技団体 運動部 厳重注意 1名

112

学生2名が、後輩の1年生
全員を集めて罰走をさせた
ところ、1名の学生が足の
痛みを訴えたのに対し、「こ
のまま走るか、部を辞める
か。」と発言した。

パワーハラス
メント

競技団体 運動部 注意 2名

113

運動部員同士の暴力事件に
ついて、事件自体の報告は
行ったものの、被害者に重
大な怪我があった事実につ
いて、報告を怠った。

傷害、報告義
務違反

競技団体 運動部
部長
監督

厳重注意及び改
善計画書の提出

運動部

114
コーチ1名が、運動部の練
習中に、部員の胸元を押
し、右足首を捻挫させた。

傷害 競技団体 コーチ 3か月間の謹慎 1名

115

学生2名が、運動部の寮内
において、後輩の学生16
名に対して暴行をし、その
うち1名に対して外傷性鼓
膜穿孔の怪我を負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

2名

116

学生1名が、運動部の寮内
において、後輩の学生1名
に対して、顔や身体を殴打
し、あばら骨、腰骨にヒビ
がはいる怪我を負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名



34

概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

117

学生1名が、運動部の練習
場において、後輩の学生1
名に対して、頭や顔面を殴
打し、右眼底骨折の怪我を
負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

118

学生1名が、大学のグラウ
ンド付近において、後輩の
学生1名に対して、顔を殴
打し、鼻骨骨折の怪我を負
わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

119

学生1名が、大学のグラウ
ンドにおいて、後輩の学生
1名に対して、バッドで殴
打し、全治1週間の怪我を
負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

120

学生1名が、他の学生1名
の手を足で蹴り、右手薬指
を負傷させた33。

傷害 競技団体 部長
監督

（部長）
3か月間の謹慎
（監督）
1か月間の謹慎

1名

121

コーチ1名が、運動部の練
習中に、学生1名に対して、
殴る蹴るの暴力行為を働
き、全治3週間の怪我を負
わせた。

傷害 競技団体 コーチ 6か月間の謹慎 1名

122
学生1名が、他の学生の顎
を殴り、骨折させた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意 1名

123

学生2名が、他の学生に対
して、蹴る、胸ぐらを掴ん
で押し倒すなどして怪我を
負わせた。

傷害 競技団体 運動部 譴責 2名

124
学生1名が、後輩の学生1
名の胸を突き、ガムテープ
を投げて顎を骨折させた。

傷害 競技団体 運動部 注意 1名

33　1年半前にも部員間の暴力事件により厳重注意処分を受け・改善計画書を提出していた事情に鑑み、重い処分とした。
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

125

学生1名が、後輩の学生1
名に対して、右こぶしで左
頬を強打し、怪我を負わせ
た。

傷害 競技団体 学生 注意 1名

126

部長が、酪酎状況でゼミの
学生の後頭部を平手打ち、
更に頭突きして、全治5日
の怪我を負わせた。

傷害 競技団体 部長 6か月間の謹慎 1名

127

学生2名が、後輩の学生1
名を呼び出し、バットで臀
部及び背中を叩き、臀部の
内出血及び背骨にひびが入
る怪我を負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意 2名

128

学生2名が、居酒屋におい
て一般男性ともみあいにな
り、うち 1 名がビール・
ジョッキを投げたため、一
般男性に後頭部から流血す
る怪我を負わせた。

傷害 競技団体 部長 厳重注意 2名

129

学生1名が、素行不良のた
め奉仕活動中であった後輩
の学生1名に対し、奉仕活
動を懈怠していたことに腹
を立て、顔面を殴打して鼻
骨骨折の怪我を負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

130

学生1名が、練習開始前に
同学年の部員と口論にな
り、用具を用いて腰を殴打
して腰椎横突起骨折の怪我
を負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

131

学生1名が、後輩の学生1
名に対し、悪ふざけが高じ
て蹴る真似をしていたとこ
ろ、足が被害者の左小指に
当たり、脱臼した。ただし、
いじめの事実が認められる
案件ではなかった。

傷害 競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

132

学生1名が、後輩の学生2
名に対し、応援に遅れてき
たことを理由に暴力行為に
及び、1名に右目横上部裂
創、胸部打撲、1名に頭部
打撲を負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

133
学生1名が、監督の左目を
殴り、眼底骨折の怪我を負
わせた。

傷害 競技団体 部長 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

134

学生5名が、同じ運動部に
所属する学生1名を呼び出
し、当該学生らのうち4名
が暴行を加え、顎を3か所
骨折させるなど、全治3か
月の怪我を負わせた。

傷害 競技団体 運動部
部長

（運動部）
当該運動部の1
年生の全員につ
き、登録選手に
ついては3ヶ月
間の選手登録抹
消処分、未登録
選手については
3か月間の選手
登録資格喪失処
分
（部長）
厳重注意

5名

135

学生1名が、同じ運動部の
学生1名に対し、平手打ち、
腰と脇腹への膝蹴りを加
え、また、止めに入った同
じ運動部の学生1名に対し
ても、顔面を殴り鼻血を出
す怪我を負わせた。

傷害 競技団体 運動部 厳重注意 1名

136

准教授も務めていた部長兼
監督1名が、約2年間、複
数の学生に暴行を加え、中
には怪我を負った者もい
た。

傷害 競技団体 部長兼監
督

9か月間の謹慎 1名

137

学生4名が、一般の市民と
口論になり、男性2名に暴
行を加え、重傷を負わせ
た。

傷害 競技団体 運動部
学生

不明 4名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

138

学生2名が、喧嘩し、1名
は軽傷だったが、1名は右
顎の粉砕骨折及び陥没の怪
我を負ったが、同校運動部
は報告を行わなかった。

傷害、報告義
務違反

競技団体 運動部 注意（なお、野
球部監督が独断
で当該学生を謹
慎処分とした）

2名

139

学生3名が、被害者に対し
て投石をし、結果、死亡さ
せた。そのうち、1名が投
石をし、他2名は投石を止
めることなく傍観してい
た。

傷害致死 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

3名

140

学生1名が、車を発進させ
る際に乗り込もうとした男
性を引きずるように車を動
かし軽傷を負わせた。

殺人未遂 競技団体 運動部 注意 1名

141
学生1名が、娯楽施設にお
いて、財布を窃取し、逮捕
された。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

142
学生1名が、大学内のバイ
ク置き場において、ヘル
メットを窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

143
学生2名が、大学敷地内に
おいて、自転車を窃取し
た。

窃盗 競技団体 運動部 注意 2名

144

学生1名が、大学のグラウ
ンドに隣接する系列高校の
部室において金品を窃取し
た。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

145

学生1名が、コンビニエン
スストアにおいて、1,200
円相当の飲食物を窃取し
た。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

146
学生1名が、友人と共に、
アルバイト先の店に侵入
し、飲食物を窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

147
コーチ1名が、運動部の備
品を窃取し、中古品販売店
に売った。

窃盗 競技団体 部長
コーチ

厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

148
学生1名が、ショッピング
センターにおいて、衣服を
窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

149
学生1名が、大学内の寮に
おいて、寮生の宅配物を窃
取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

150

学生1名が、大学内におい
て、現金9,500円が入った
財布を窃取し、逮捕され
た。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

151

学生16名が、1年半にわた
り、アルバイト先のショッ
ピングセンターにおいて、
商品を窃取した（被害金額
合 計 約150万 円 ～ 200万
円）。

窃盗 競技団体 運動部 3か月間の対外
試合禁止

16名

152
学生1名が、大学内のコン
ビニエンスストアにおい
て、コーラ1本を窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

153
学生1名が、運動部の部室
から、備品を窃取し、イン
ターネット上で販売した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

154
学生1名が、同居している
学生の財布から10万円を
窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

155

学生1名が、運動部の規則
に違反して無許可で深夜に
アルバイトをし、来店した
友人に、たばこ1箱を代金
を受け取らずに渡した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

156
学生1名が、複数の窃盗行
為を行った。…

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

157
学生1名が、他の部員の財
布を窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

158
学生2名が、バイクのヘル
メットを窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 2名

159

学生1名が、コンビニエン
スストアにおいて、他人の
財布を持ち逃げ、現金5万
円を窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

160
学生1名が、駅の駐輪場で、
他人の自転車を窃取した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

161

学生1名が、アルバイト先
のコンビニエンスストアに
おいて、無断で商品を食べ
るなどの窃盗を行った。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

162

学生2名が、被害者の部屋
の財布からキャッシュ・
カードを窃取し、近所のコ
ンビニエンスストアで現金
48万円を引出し山分けし
た。

窃盗 競技団体 運動部 厳重注意 1名

163

学生1名が、路上で女性に
自転車で後ろから近づき、
追い抜きざまにひったくり
を行った。

窃盗 競技団体 運動部 厳重注意 1名

164
学生1名が、コンビニエン
スストアでパンと飲み物を
万引きした。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

165

学生1名が、運動部の部室
から備品を窃取し、イン
ターネット上のオークショ
ンサイトに出品し、これを
販売した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

166
学生1名が、パチンコ店に
て遊戯中の他人の財布を窃
取し、後日逮捕された。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

167

学生1名が、道路脇で寝込
んでいた男性のバッグを窃
取（置引き）して、現行犯
逮捕された。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

168

学生2名が、スーパーマー
ケットにおいて食品数点を
万引きし、1名はその場で
事実を認めて警察に引き渡
されたが、1名は逃走し、
警察に逮捕された。

窃盗 競技団体 運動部 注意 2名

169

学生2名が、パチンコ店で
現金2万円の入った財布を
窃取した。その後、2名は
不起訴処分となった。

窃盗 競技団体 運動部
部長
監督

（運動部）
3か月間の活動
停止
（部長、監督）
辞任

2名

170
学生1名が、対戦相手の用
具を窃取し、転売した。

窃盗 競技団体 運動部 注意 1名

171
学生1名が、携帯音楽プ
レーヤーを窃取した。

窃盗 競技団体 学生 試合出場停止
（期間不明）

1名

172

学生1名が、放置自転車を
無断で乗車した。

窃盗
（放置自転車
無断乗車）

競技団体 運動部
部長

（運動部）
厳重注意
（部長）
反省文の提出

1名

173

①学生1名が、他の部に所
属する学生の自転車を窃取
した。
②未成年の学生4名が、飲
酒をした。
③未成年の学生6名が、飲
酒をした34。

①窃盗
②未成年飲酒
③未成年飲酒

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

①1名
②4名
③6名

174

学生1名が、アルバイト先
において、他の未成年の学
生2名が来店した際に、酒、
たばこを、代金を受け取ら
ずに渡した。

窃盗、未成年
飲酒及び喫煙

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

3名

34　短期間（約1か月）のうちに、連続して不祥事が発生した。③については、②の発覚を受け、部内でミーティングを
実施した直後に発生した。
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

175

①学生1名が、運動部の寮
内において、他の学生の財
布から約1万円を窃取した。
②①について、部長が、競
技団体に対する報告を懈怠
した。

①窃盗
②報告義務違
反

競技団体 運動部 注意 ①1名
②1名

176

学生3名が、給油の際に用
いることができるカードを
駐車場で拾得したが、警察
に届け出ることなく、複数
回不正に使用して約25,000
円分のガソリンを乗用車に
給油した。なお、学生1名
は、家庭裁判所送致となっ
た。

遺失物横領 競技団体 運動部 厳重注意 3名

177

男子学生1名が、バイクの
占有離脱物横領行為をし
た。

占有離脱物横
領

競技団体 運動部
監督
学生

（運動部）
3か月間の対外
試合自粛（男子部
のみ、女子部の自
粛は後に解除）
（監督）
辞任
（学生）
無期限登録抹消

1名

178

学生1名が、他の部員3名に
対し、暴力行為を行うなど
して畏怖させ、当該部員に
学生ローンから借りさせた
お金の交付を受けていた。

恐喝 競技団体 運動部 厳重注意 1名

179

学生1名が、高齢者女性に
対し、女性の甥を装った嘘
の電話をかけて、現金250
万円を騙し取った。当該学
生は、運動部内で受け子の
勧誘行為にも及んでいた。
当該学生は、事件発覚後、
運動部を退部した35。

詐欺 競技団体 監督 始末書提出 1名

35　当該学生は退部していたため、処分をしなかった。
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

180
学生1名が、コンビニエン
スストアで、強盗未遂を
行った。

強盗未遂 競技団体 運動部 厳重注意 1名

181
学生1名が、大学内のトイ
レにおいて、携帯電話を用
いて盗撮をした。

盗撮 競技団体 運動部 注意 1名

182

学生1名が、卒業旅行中に、
宿泊先の浴室脱衣場にカメ
ラを4台設置し、友人の女
性を盗撮し、逮捕された。

盗撮 競技団体 運動部 注意 1名

183
学生1名が、合宿所近くの
トイレにおいて、女子マ
ネージャーを盗撮した。

盗撮 競技団体 運動部 注意 1名

184

学生1名が、書店において、
携帯電話を用いて、女子高
校生のスカートの中を盗撮
した。

盗撮 競技団体 運動部 注意 1名

185

運動部が、対戦相手のグラ
ウンド付近のマンションか
ら、対戦相手のサインプ
レーを把握するために、ビ
デオカメラを用いて練習内
容を盗撮した。

盗撮 競技団体 運動部 1試合の出場停
止
罰金10万円

運動部

186
学生1名が、パチンコ店に
おいて、女性店員の背後か
らスカート内を撮影した。

盗撮 競技団体 運動部 注意 1名

187
学生1名が、スーパーで女
子生徒2名のスカート内を
撮影した。

盗撮 競技団体 運動部 注意 1名

188
学生1名が、駅前で女性の
大腿部を背後からスマート
フオンのカメラで撮影した。

盗撮 競技団体 運動部 注意 1名

189

学生1名が、駅構内で盗撮
の疑いで逮捕された。

盗撮 競技団体 運動部
部長

（運動部）
厳重注意
（部長）
反省文の提出

1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

190
学生1名が、迷惑防止条例
違反（盗撮）によって逮捕
された。

盗撮 競技団体 運動部 注意 1名

191
学生1名が、女性を盗撮し、
その画像をSNSに投稿し
た。

盗撮、不適切
な投稿

競技団体 学生 6か月間の試合
出場停止

1名

192
学生1名が、電車内におい
て、寝ている女性の胸を触
る痴漢行為をした。

痴漢 競技団体 運動部 注意 1名

193
学生1名が、駅構内におい
て痴漢行為をした。

痴漢 競技団体 運動部 注意 1名

194
学生1名が、路上において、
女子学生の胸を触ってその
場から立ち去った。

痴漢 競技団体 運動部 厳重注意 1名

195
学生1名が、路上において、
背後から女性に抱きつくな
どの痴漢行為を行った。

痴漢 競技団体 運動部 注意 1名

196

学生1名が、商業施設駐車
場で、女性に対し、自らの
陰部を露出し、駆けつけた
警察官に現行犯逮捕され
た。

公然わいせつ 競技団体 運動部 注意 1名

197
学生1名が、女子中学生と、
18歳未満と知りながら猥
らな行為を行った。

青少年保護育
成条例違反

競技団体 運動部 注意 1名

198

学生1名が、SNSにおいて
わいせつ画像の交換をし、
SNSにおいて知り合った女
子高校生と性交した。

児童ポルノ禁
止法、青少年
保護育成条例
違反

競技団体 運動部 注意 1名

199

学 生1名 が、SNSで 知 り
合った女子高校生に対し
て、上半身裸の写真を送付
させたうえ、写真を拡散す
る旨を伝え脅迫し、逮捕さ
れた。

児童ポルノ禁
止法違反、青
少年保護育成
条例、脅迫

競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

200

学生1名が、知人の女子学
生に対して、わいせつ行為
を行い、強制わいせつ容疑
で逮捕され、その後、有罪
判決を受けた。

強制わいせつ 競技団体 運動部 注意 1名

201

学生1名が、強制わいせつ
容疑で逮捕された。示談が
成立したため、不起訴処分
となった。

強制わいせつ 競技団体 運動部 注意 1名

202
学生1名が、大学図書館閲
覧室内で、女性の胸を触っ
た。

強制わいせつ 競技団体 運動部 注意 1名

203
学生1名が、かつて交際関
係にあった女性の体を触っ
た。

強制わいせつ 競技団体 運動部 注意 1名

204

学生1名が、強制わいせつ
及び肩と胸に1週間の怪我
を負わせた容疑で逮捕され
た。示談が成立したため、
不起訴処分となった。

強制わいせ
つ、傷害

競技団体 運動部 注意 1名

205
学生1名が、公園における
強制わいせつ未遂の疑いで
逮捕された。

強制わいせつ
未遂

競技団体 運動部 注意 1名

206

学生1名が、カラオケボッ
クスにおいて、知り合った
ばかりの女性に対して暴行
を加え、猥らな行為をしよ
うとした強制性交の疑いに
より逮捕された。

強制性交 競技団体 運動部 注意 1名

207

学生1名が、歩いていた女
性1名に自転車でぶつかり
転倒させたうえ、強制性交
し、負傷させた。

強制性交等致
傷

競技団体 運動部
学生

（運動部）
対外試合無期限
出場停止、ボラ
ンティア活動
（学生）
対外試合無期限
出場停止

1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

208

学生1名が、女性に強制性
交し、負傷させた36。

強制性交等致
傷

競技団体 運動部
学生

（運動部）
無期限出場停止
（1年間で解除）、
ボランティア活
動指導の徹底

1名

209

学生1名が、強制性交等致
傷事件を起こしたにもかか
わらず、大学運動部が、競
技団体の調査に対し、虚偽
の文書を作成して提出し
た37。

強制性交等致
傷、 虚 偽 報
告、
報告義務違反

競技団体 運動部 全国大会への無
期限出場停止
同大学運動部卒
業生の、学連役
員及び専門委員
への推薦を受け
る権利の無期限
停止

複数名

210
学生1名が、自動車運転中
に、衝突事故を起こし、男
性に軽傷を負わせた。

交通事故 競技団体 運動部 注意 1名

211

学生1名が、信号機のない
交差点において右折しよう
としたところ、対向車線か
ら直進してきた自動車と衝
突するという事故を起こし
た（被害者はむち打ち症）。

交通事故 競技団体 運動部 注意 1名

212
学生1名が、居眠り運転を
し、歩行者用道路に乗り上
げ、倉庫に追突した。

交通事故 競技団体 運動部 注意 1名

213

学生1名が、自動車を運転
して交通事故を起こし、被
害者に怪我を負わせた。ま
た、運動部による競技団体
に対する報告が遅れた。

交通事故、報
告義務違反

競技団体 運動部 注意 1名

36　地方学連による処分であるが、全日本学連主催試合への出場が可能とならないよう、出場停止期間の算定に当たって
考慮された。また、運動部への処分に当たっては、3年前にも同じ部学生による性的犯罪が発生しており、指導体制
に問題があると評価されたことが影響した。

37　全国大会への出場停止は、4年間で解除された。スポーツ仲裁の申立てがあったが、競技団体がこれを拒絶したため、
大学が処分等の無効等の確認を求める民事訴訟を提起したものの、裁判所はこれを却下した。学生が刑事処分を受け
たことを理由として、競技団体から学生に対する処分は行われなかった。
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

214

学生1名が、乗用車を運転
中に対向車と衝突事故を起
こし、相手乗用車に乗ってい
た男性に怪我を負わせた。

交通事故 競技団体 運動部 注意 1名

215

学生1名が、乗用車を運転
中にバイクと出会い頭に衝
突し、相手自転車に乗って
いた女性を死亡させた。

交通事故 競技団体 運動部 注意 1名

216

学生1名が、乗用車を運転
中、右折する際に直進して
きたバイクと衝突し、バイ
クに乗っていた運転者に怪
我を負わせた。

交通事故 競技団体 運動部 注意 1名

217

学生1名が、右折徐行中に
前方向から来た自転車に気
付かず接触事故を起こし、
被害者に全治10日の怪我
を負わせ、自転車を全損さ
せた。

交通事故 競技団体 運動部 注意 1名

218

学生1名が、原動機付自転
車を運転していた際、会社
員1名をはねて重症を負わ
せたうえ、逃走した。

交通事故 競技団体 運動部 厳重注意 1名

219

学生1名が、乗用車を運転
中に人身事故を起こし、被
害者が3日後に死亡した。
当該学生は、後に過失運転
致死罪で逮捕された。

交通事故 競技団体 運動部 注意 1名

220

学生1名が、運転免許停止
中にもかかわらず乗用車を
運転し、追突事故を起こし
た。双方に怪我はなかった。

運転免許停止
中における交
通事故

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

221

学生1名が、運転免許停止
中にもかかわらず、高速道
路を42km/h超過で走行
し、道路交通法違反で事情
聴取された。

運転免許停止
中の道路交通
法違反

競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

222

未成年を含む学生2名が、
飲食店において飲酒をし、
その後、1名の学生が車両
を運転し、他の1名が同乗
していたところ、酒気帯び
運転で検挙された。

酒気帯び運
転、未成年飲
酒

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

2名

223

学生5名が、飲食店で飲酒
をし、その後、1名が自動
車を運転し、他の4名が同
乗した。

酒気帯び運転 競技団体 学生
運動部

（学生）
秋季リーグ戦へ
の選手登録禁止
（運動部）
厳重注意及び改
善計画書の提出

5名

224

学生1名が、バイクを酒気
帯び運転の上、2人乗りを
していたところ、道路交通
法違反の疑いで事情聴取さ
れた。

酒気帯び運転 競技団体 運動部 注意 1名

225
学生1名が、飲酒運転をし、
路上駐車中の自動車に追突
する事故を起こした。

酒気帯び運
転、交通事故

競技団体 運動部 注意 1名

226
学生1名が、飲食店で飲酒
をした後、バイクを運転した。

酒気帯び運転 競技団体 運動部 注意 1名

227
学生1名が、前日深夜まで
飲酒した酒気が残っている
状態で自家用車を運転した。

酒気帯び運転 競技団体 運動部 注意 1名

228

監督1名が、知人との食事
会にて生ビールやハイボー
ルを飲んだ後、乗ってきた
乗用車を運転し、検問で検
挙された。

酒気帯び運転 競技団体 監督 1年間の謹慎 1名

229

監督1名が、酒気帯び運転
及び指定速度違反（道路交
通法違反）で、罰金及び免
許取り消しの行政処分を受
けた。部長は、この事実を
把握しながら、競技団体に
対する報告を怠った。

酒気帯び運
転、指定速度
違反、報告義
務違反

競技団体 部長
監督

（部長）
6か月間の謹慎
（監督）
2年間の謹慎

2名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

230

学生1名が、酒気帯び運転
をし、男性が運転する自動
車に衝突し、全治2週間の
怪我を負わせた。その際、
その場から逃走し、同乗し
ていた別の人物を身代わり
として出頭させ、自動車運
転処罰法及び道路交通法違
反の疑いで逮捕された。

酒気帯び運転
事故、身代わ
り出頭

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

231
学生1名が、運動部の寮の
敷地内において、車を無免
許で運転をした。

無免許運転 競技団体 運動部 注意 1名

232
学生1名が、バイクを無免
許で運転した。

無免許運転 競技団体 運動部 注意 1名

233
学生1名が、乗用車を無免
許で運転をした。

無免許運転 競技団体 運動部 注意 1名

234

学生1名が、バイクを無免
許で運転をし、乗用車に追
突事故を起こした。双方に
怪我はなかった。

無免許運転、
交通事故

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

235
学生1名が、無免許でバイ
クを運転して、交通事故を
起こした。

無免許運転、
交通事故

競技団体 運動部 厳重注意 1名

236

学生1名が、バイクを無免
許で運転をし、路上に停車
中の車に接触する物損事故
を起こした。

無免許運転、
交通事故

競技団体 運動部 注意 1名

237

学生1名が、バイクを無免
許で運転をして自転車に接
触し、相手方に鎖骨骨折の
怪我を負わせた。

無免許運転、
交通事故

競技団体 運動部 厳重注意 1名

238

学生1名が、バイクを無免
許で運転をし、乗用車に追
突事故を起こした。双方に
怪我はなかった。

無免許運転、
交通事故

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名



49

概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

239

学生1名が、バイクを無免
許で運転をし、同じ大学の
学生1名と衝突し、全治1
週間の怪我を負わせた。

無免許運転、
交通事故

競技団体 運動部 厳重注意 1名

240

学生1名が、同じ運動部に
所属する同学年の学生1名
の車両を借りて無免許運転
を行ったうえ、停車中の車
両に接触事項を起こし、逃
走した。

無免許運転、
当て逃げ

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

241
学生1名が、他の学生が所
有するバイクを借りて無免
許で運転した。

無免許運転及
びほう助

競技団体 運動部 注意 2名

242

学生1名が、無免許である
にもかかわらず、興味本位
で乗用車を運転し、バック
させ、鉄製ポールを破損さ
せた。

無免許運転、
交通事故

競技団体 運動部 注意 1名

243

1年前に速度違反状態で交
通事故を起こして2年間の
免許停止になっていた学生
1名が、無免許運転のほか、
複数の道路交通法違反行為
を行った。

無免許運転等 競技団体 運動部 厳重注意 1名

244

学生1名が、運動部の寮に
おいて飲酒した上、校用車
を無断使用して無免許で運
転をし、物損事故を起こし
た。

無免許及び飲
酒運転、交通
事故

競技団体 運動部 厳重注意 1名

245

学生1名が、同じ大学の宿
舎に入居している女子学生
の居室に侵入、女子学生の
衣類を物色し、携帯電話で
撮影した。

住居侵入 競技団体 運動部 注意 1名

246
学生1名が、民家に不法侵
入した。

住居侵入 競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

247
学生1名が、元交際相手の
自宅に不法侵入した。

住居侵入 競技団体 運動部 注意 1名

248
学生1名が、同じアパート
に住む他人の家に不法侵入
しようとして逮捕された。

住居侵入未遂 競技団体 運動部 注意 1名

249
学生1名が、盗撮目的で女
子トイレに侵入した。

建造物侵入 競技団体 運動部 注意 1名

250
学生1名が、悪質なメッ
セージをツイートした。

不適切な投稿 競技団体 運動部 注意 1名

251
学生1名が、Twitterへ不
適切な画像を掲載した。

不適切画像の
投稿

競技団体 運動部 厳重注意 1名

252

学生1名が、アルバイト先
のコンビニエンスストアに
おいて、未使用の食べ物の
容器に顔を入れた写真を撮
影し、SNSに投稿した。

不適切写真の
投稿

競技団体 運動部 注意 1名

253
学生1名が、交際していた
未成年の女性の裸の写真を
撮影しSNSに投稿した。

不適切写真の
投稿

競技団体 運動部 注意 1名

254

学生2名が、大学の昼休み
及び授業中に教室内でズボ
ンを下し、上半身の着衣を
脱いだ卑猥な写真をSNS
に投稿した。

不適切写真の
投稿

競技団体 運動部 注意 2名

255

学生1名が、運動部の寮内
において、裸となっている
ところを、他の学生1名が
動画撮影をし、SNSに投稿
した。

不適切動画の
投稿

競技団体 運動部 注意 2名

256

学生1名が、アルバイト先
のコンビニエンスストアに
おいて、自らの口に含んだ
食べ物を販売し、別の学生
が当該行為を撮影しSNS
に投稿した。

不適切動画の
投稿

競技団体 運動部 注意 2名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

257

学生1名が、ブログに、プ
ロチームのトレーナーから
指導を受けている旨の虚偽
の事実を記載した。

虚偽事実の発
信、不適切な
投稿

競技団体 運動部 注意 1名

258

学生15名が、競技団体の
事前承認を得ずにテレビ番
組に出演した。同出演につ
いては、部長の事前承諾を
得ていた。

内部規程違反 競技団体 運動部
部長

厳重注意及び改
善計画書の提出

16名

259
運動部が、競技団体の事前
承認を得ずにプロチームと
試合をした。

内部規程違反 競技団体 運動部 注意 運動部

260
運動部が、競技団体の事前
承認を得ずにプロチームと
試合をした。

内部規程違反 競技団体 運動部 注意 運動部

261
運動部が、競技団体の事前
承認を得ずにプロチームと
試合をした。

内部規程違反 競技団体 部長及び
監督

厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

262
学生1名が、元プロ選手が
監督をしているチームに、
コーチとして参加した。

内部規程違反 競技団体 監督 厳重注意及び改
善計画書の提出

2名

263
監督1名が、商品を宣伝す
るような形での取材対応を
した。

内部規程違反 競技団体 監督 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名

264

運動部が、プロ選手との交
流する教室に参加するに際
しての申請に不備があっ
た。

内部規程違反 競技団体 運動部 注意 運動部

265
プロ選手に大学のグラウン
ドの使用を許可し、練習を
させた。

内部規程違反 競技団体 運動部 厳重注意 1名

266

運動部が、試合会場におい
て、物品販売に関する競技
団体の内部規則に違反し
て、無許可でタオルと招待
券を販売した。

内部規程違反 競技団体 運動部
副部長

（運動部）
厳重注意
（副部長）
3か月間の謹慎

1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

267

学生1名が、テレビ局から
の取材を受けた際に、バラ
エティ番組であることが判
明したため、報道されない
ための措置をとったもの
の、監督の競技団体規則に
関する理解が不十分であっ
た。

内部規程違反 競技団体 運動部 厳重注意 1名

268
運動部において、経費等の
管理が不十分であった。

内部規程違反 競技団体 運動部 厳重注意 運動部

269

監督及び運動部の学生が、
事前に競技団体の承認を得
ずに雑誌の表紙等の撮影に
応じ、監督はこれに対する
報酬を得た。

内部規程違反 競技団体 運動部
部長
監督

（運動部、部長）
厳重注意
（監督）
1年間の謹慎

不明

270
学生6名が、道具業者から
物品無償提供を受けた。

内部規程違反 競技団体 運動部 注意 6名

271

学生1名が、ユニフォーム
姿でコンビニエンスストア
に立ち寄った際に地元テレ
ビの突撃取材を受けた。

内部規程違反 競技団体 運動部 注意 1名

272
監督1名が、書籍を出版す
るにあたり、競技団体の事
前の承認を得なかった。

内部規程違反 競技団体 部長
監督

注意及び改善計
画書の提出

1名

273

運動部が、学生指導者資格
を回復していない元プロ選
手をコーチとして委嘱、就
任することを発表した。

内部規程違反 競技団体 部長
監督

注意 運動部

274

監督1名が、部員から部費
以外に謝礼金を徴収し、元
プロ選手である特別コーチ
に支払っており、係る事実
を部長が把握していなかっ
た。

内部規程違反 競技団体 部長 厳重注意 1名

275
学生1名が、競技団体の事
前承認を得ずに、テレビ出
演した。

内部規程違反 競技団体 運動部 厳重注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

276

監督1名が、練習中に複数
の学生が熱中症となり病院
に搬送されたことの競技団
体に対する報告を怠った。

内部規程違
反、報告義務
違反

競技団体 監督 注意 1名

277

指導者が、競技団体に対し
て、学生の指導を行うに当
たって必要な申請を怠っ
た。

内部規程違反 競技団体 運動部
部長
当該運動
部が加盟
する地域
競技連盟
理事長

厳重注意 1名

278

学生1名が、居住していた
学生寮の自室に、交際して
いた学外の女性を内部規程
に反して複数回宿泊させ
た。

内部規程違反 競技団体 運動部 厳重注意 1名

279

学生8名が、賭けボウリン
グを行い、2年生4名が、1
年生4名から、現金27万円
を数回にわたって受け取っ
ていた。

賭博 競技団体 運動部
学生

（運動部）
厳重注意及び改
善計画書の提出
（学生）
3か月間の競技
団体への登録抹
消

8名

280
学生5名が、他人への譲渡
を目的として携帯電話を複
数購入した。

携帯電話不正
取得

競技団体 運動部 注意 5名

281

元部員3名を含む学生11名
が、携帯電話契約における
乗換キャッシュバック制度
を利用し、不正に金銭を受
け取った。なお、故意が認
定できなかったため、立件
は見送られた。

携帯電話不正
利用防止法違
反容疑

競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

11名（う
ち3名は
元部員）

282
学生1名が、他人の衣類に
落書きをするなどの器物損
壊行為を行った。

器物損壊 競技団体 運動部 注意 1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

283

学生1名が、試合に負けた
ことに腹を立て、試合会場
の壁を蹴って破損させたう
え、報告せずに帰宅した。

器物損壊、報
告義務違反

競技団体 運動部
学生

（運動部）
厳重注意
（学生）
3か月間の対外
試合出場停止

1名

284

学生2名が、アルバイト先
の廃棄対象食品を飲食し、
友人への食品提供を行っ
た。

アルバイト先
での不正行為

競技団体 運動部 注意 2名

285

学生9名が、ファースト
フード店において、友人に
対し、レジの不正操作を行
わせ、本来の価格よりも格
安の価格で牛丼の提供を受
けた。なお、部長はこの事
実を知り、調査を開始して
いたにもかかわらず、春季
リーグ戦が終わるまで事実
の報告をしないままにし
た。

アルバイト先
での不正行
為、報告義務
違反

競技団体 運動部
部長

（運動部）
厳重注意及び改
善計画書の提出
（部長）
6か月間の謹慎

10名（学
生 9 名、
部長1名）

286

学生1名が、元交際相手の
女性に対して、2回にわ
たって嫌がらせ行為をした
（行為の詳細は不明）。

女性に対する
嫌がらせ行為

競技団体 運動部 注意 1名

287

指導員1名が、競技実施時
に充足する必要のある特別
法上の要件を充足しないま
ま、競技を実施した。

特別法違反 競技団体 指導員 1年間の競技団
体の特定の施設
への立入禁止

1名

288
学生1名が、競技道具に禁
止薬物を使用した。

特別法違反 競技団体 学生 当該競技におけ
る失格及び罰金
10万円

1名

289

学生2名が、部の寮内にお
いて、大麻を複数回使用し
た。全部員の約4割（50名）
の学生が大麻使用を知って
いた。

薬物使用 競技団体 運動部 3か月間の対外
試合禁止

2名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

290

学生1名が、路上で客引き
行為をして逮捕され、罰金
20万円の略式命令を受け
た。

客引き行為 競技団体 運動部 注意 1名

291

学生2名が、酒に酔って、
線路に置石をした。

往来妨害 競技団体 運動部
学生

（運動部）
対外試合の禁止
（期間不明）
（学生）
選手登録の永久
抹消

2名

292

学生1名が、多数の第三者
のアカウントのパスワード
及びIDを取得し、「なりす
まし」行為をした。

不正アクセス 競技団体 運動部 注意 1名

293

学生2名が、ボウリング場
において、キャッシュバッ
クサービスに関するパス
ワードを不正に取得し、学
生14名で不正にボウリン
グを行った。

不正行為 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

14名

294

運動部が、試合中に、競技
規則において禁止されてい
るフォーメーションをし
た。個人的な行為ではなく、
監督の指示に基づく組織的
な不正行為であった38。

不正行為 競技団体 運動部
監督

（運動部）
戒告
（監督）
1年間の指導者
資格のはく奪

運動部

295

学生役員を務めていた部員
が、全日本大学選手権で、
自校が有利になるよう、組
み合わせ抽選会で不正工作
を行った39。

不正行為 競技団体 運動部 1年間の対外試
合禁止
※事件発覚後の
試合は没収試合
とし、同大会に
おける同大学の
勝利は取消しと
なった。

運動部

38　監督が仲裁機構に申立てをしたものの、競技団体は応じなかった。
39　学連の理事と強化委員長を務めていた総監督が辞表を提出した。
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

296

すでに退任して指導者の地
位になかった前監督が、外
部の第三者について、その
者が運動部の監督に就任す
るか未定であったにもかか
わらず、監督就任予定であ
る旨宣伝する文書を作成
し、その者及び副部長（部
長は病気療養中）に無断で、
同一都道府県内の複数の高
校に配布した。

不適切行為 競技団体 運動部 注意 1名

297

学生4名が、2人分の料金
を払い、食べ放題の皿2枚
と、他の客の返却した皿2
枚を使って4人分の食事を
した。

無銭飲食 競技団体 運動部 厳重注意及び改
善計画書の提出

4名

298

学生1名が、審判の判定に
腹を立て、判定に抗議する
意思を持ってベンチを蹴り
倒した。

判定に対する
暴力的抗議

競技団体 学生 1年間の試合出
場停止

1名

299
学生1名が、審判の判定に
腹を立て、ひどい暴言を吐
いた。

判定に対する
暴言

競技団体 学生 6か月間の試合
出場停止

1名

300

学生1名が、試合の際に、
審判に暴言を述べた。

判定に対する
暴言

競技団体 学生 当該事案が発生
したリーグ戦に
おける個人賞の
剥奪
同種事案を再度
起こした場合に
は1シーズンの
出場停止を課す
旨の警告

1名

301

暴行事件の報告後、異なる
事実が発覚したにもかかわ
らず、部長は、変更報告は
必要ないと考えて追加の報
告を怠った。

報告義務違反 競技団体 部長 厳重注意及び改
善計画書の提出

1名
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概　要 処分対象
行為 処分者 処分

対象者 処分内容 関与
人数

302

競技団体に登録しないと試
合に出場できない規則があ
るところ、学生1名が、未
登録にもかかわらず、ま
た、所属大学を偽って、試
合に出場した。

未登録選手の
試合出場

競技団体 運動部
監督

（運動部）
1年間の公式戦
出場停止
（監督）
入替戦における
指導者資格のは
く奪

運動部

303

競技団体に登録しないと試
合に出場できない規則があ
るところ、学生1名が、未
登録にもかかわらず、また、
所属学部を偽って助っ人と
して、試合に出場した。

未登録選手の
試合出場

競技団体 運動部
監督

（運動部）
1年間の活動停
止
（監督）
1年間の指導者
資格のはく奪

運動部

304

運動部が、自らの大学に所
属しない学生1名を選手と
して自らの部の試合に出場
させた。

未登録選手の
試合出場

競技団体 運動部
監督

（運動部）
2年間の出場停
止
（監督）
更迭

運動部
監督

305

運動部が、自らの大学に所
属しない学生1名を選手と
して自らの部の試合に出場
させた。

未登録選手の
試合出場

競技団体 運動部 1年間の試合出
場停止（停止期
間中、大会への
奉仕活動を行う）

運動部

306
出場予定だった学生の替え
玉として、同じ運動部の別
の学生が出場した。

未登録選手の
試合出場

競技団体 運動部 3か月間の試合
出場停止

不明

307

学生1名が、試合中に、相
手選手に対して故意に重大
な反則行為をした。

重大な反則行
為

競技団体 運動部
監督
Aコーチ
Bコーチ
選手

（運動部）
同シーズンの公
式試合の出場資
格停止（条件付）
（監督）
除名
（Aコーチ）
除名
（Bコーチ）
資格はく奪
（選手）
同シーズンの公
式試合の出場資
格停止（条件付）

複数名
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別紙2

処分に関するモデル書式

競技団体ごとに規模や方針等が異なることに鑑みて、処分規程例を2タイプ用意した。

いずれかの内容でなければならないということではないため、これらをベースに、各競技団体の体制・

方針等に応じて適宜アレンジするなどして活用いただきたい。

各処分規程例に関する説明は、以下のとおりである。

（1）処分規程例（詳細版）

　�禁止事項を幅広く規定（第3条）しているが、各競技団体の方針等に鑑みて、必要に応じて追記・

削除等していただきたい。

　…調査委員会（第6条）（事実関係を調査する機関）、審査委員会（第7条）（処分を決定する機関）及

び不服審査委員会（第8条）（処分に対する不服申立ての審査を行う機関）を設置する場合の規程例

である。各競技団体の体制等に鑑みて、委員会設置の有無をはじめ、委員会の内容について検討い

ただきたい。各委員会を設置する場合、各委員の選任手続や、各委員会での具体的な手続の内容等

を定めることも考えられる。

　…規程違反行為に係る通報の努力義務を定める規定（第9条）を設けた。各競技団体の方針等に応じて、

義務（違反した場合には処分の対象になり得る）として規定することも考えられる。

　…処分（第4条）の決定に関し、処分基準を設けることも考えられる。その場合、上記5の不祥事リ

スト、JSPO作成の公認スポーツ指導者に対する処分基準等を活用いただきたい。

　…処分の公表（第13条2項）に関し、公表基準を設けることが考えられる。どのような場合に公表す

るのか、予め検討いただくことも有用と考えられる。

（2）処分規程例（簡易版）

　…処分に係る必要最低限の事項を定めた規程例である。

　…事実関係の調査、処分の決定等は理事会が主体的に行うこと、処分の決定に対する不服申立ては

JSAAの調停・仲裁手続により解決されることを想定した規程例である。…
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別紙2-1

処分規程（詳細版）

（目的）

第1条… …本規程は、●●（以下「本団体」という。）に加盟・登録する団体及び競技者等の遵守事項及

び処分等に関する基本的な事項等を定めることにより、●●競技の健全な普及並びに本団体

及び●●競技に対する社会的信頼の維持・向上を図ることを目的とする。

（適用対象）

第2条… 本規程は、次の各号に掲げる者に適用する。

… ①　…本団体に加盟・登録する競技者、部員、部長、監督、コーチ、トレーナー、マネージャー、

審判等（以下「競技者等」という。）

… ②　本団体に加盟・登録する学校・部（以下「加盟校」という。）

（禁止事項）

第3条… 競技者等は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

… ①　…法令又は本団体が定める定款、規約、規程又は指針（以下「法令等」という。）に反する

行為

… ②　本団体による指示、命令等に反する行為

… ③　酒気を帯びて競技又は指導する行為

… ④　暴力、暴言、脅迫、差別的言動、いじめその他これらに類似する行為

… ⑤　…パワーハラスメント（地位や人間関係等の優位性を背景にした、業務又は指導の適正な

範囲を超える言動により、競技者等その他の本団体に関わる全ての者（以下「競技関係

者等」という。）に精神的・身体的な苦痛を与え、又は就業環境若しくは競技環境等を害

すること）に該当する行為

… ⑥　…セクシュアルハラスメント（身体的接触、つきまとい行為、交際の強要その他の性的な

言動等により、競技関係者等に不利益や不快感を与え、又は競技関係者等の就業環境若

しくは競技環境等を害すること。なお、相手の性的指向又は性自認の状況にかかわらな

いほか、同性に対する言動も含まれる。）に該当する行為

… ⑦　…モラルハラスメント、マタニティハラスメント、パタニティハラスメントその他のあら

ゆるハラスメント行為

… ⑧　競技者等としての品位を欠く又は社会人としての社会規範に反する行為

… ⑨　…自らの職務又は地位を利用して、自ら又は第三者の私的な利益を図る行為、不当な斡旋

又は強要

… ⑩　…競技結果に影響を及ぼす又はそのおそれのある不正行為（八百長行為等）への関与
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… ⑪　…世界アンチ・ドーピング機構が定めた禁止表国際基準に規定する禁止物質を使用し、又

は使用させる行為、その他世界アンチ・ドーピング規程又は日本アンチ・ドーピング規

程に違反する行為

… ⑫　…競技会等において授与された賞杯、メダル若しくは物品等又は本団体から提供された物

品等の換金行為

… ⑬　…本団体が認めていない競技会やイベント等への参加（本団体が事前に許可した場合を除

く。）

… ⑭　…競技会等の円滑な運営又は施設管理を妨げ、又は施設等を損壊する行為

… ⑮　…反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、その準構成員、暴力団関係企業やこれらに準ずる

者等）の構成員となること、反社会的勢力等から金品、便宜若しくはもてなしを受ける

こと、又は反社会的勢力等との間で金銭の貸借等の取引を行うこと、その他反社会的勢

力等と何らかの関わりを持つこと

… ⑯　…本団体の機密情報の第三者への漏洩又は開示

… ⑰　…本団体の品位を害し、本団体又は競技関係者等の名誉を毀損又は信用を失墜させる行為

… ⑱　…本条各号に規定する行為を指示、教唆又は幇助する行為

… ⑲　…その他、前各号に準じると本団体が認める一切の行為

　2… 加盟校は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

… ①　…法令等に違反する行為

… ②　…競技者等の登録、会計処理等に関する不正行為

… ③　…調査に協力しない行為、証拠を隠滅する行為等、本規程に定める調査等の手続を妨げる

一切の行為

… ④　…競技者等に本規程に違反する行為をさせ、又は競技者等が本規程に違反する行為を行っ

ていることを認識しながらこれを黙認する行為

… ⑤　…その他、前各号に準じると本団体が認める一切の行為

（処分）

第4条… …第7条に定める審査委員会は、競技者等又は加盟校が本規程に違反する行為をした場合には、

次の各号に掲げる事項を考慮して、処分を決定する。

… ①　処分の対象となった行為の態様、動機及び結果

… ②　処分対象者の地位及び被害者との関係

… ③　処分対象者の故意又は過失の程度

… ④　被害者の身体的及び精神的な負荷の程度や今後の競技活動への影響

… ⑤　被害者の帰責性

… ⑥　情状酌量の余地

… ⑦　処分の対象となった行為が本団体又は社会に与えた影響

… ⑧　処分歴の有無…
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… ⑨　過去に処分した同種事案における処分内容との均衡

… ⑩　その他前各号に付随関連する一切の事情

　2… …本団体は、前項に規定する審査委員会による処分決定に基づき、当該競技者等又は加盟校に

対して処分を行う。

　3… ……本団体は、本規程に違反する行為を行った者を監督すべき立場にある者が監督を怠ったと認

められる場合には、審査委員会による処分決定に基づき、その者に対しても処分をすること

ができる。

　4… …本団体は、競技者等及び加盟校に対して、処分に付随して報告書の提出その他の必要な措置

を求めることができる。

（処分の種類）

第5条… 競技者等及び加盟校に対する処分の種類は、次の各号に掲げるものとする。

… ①　戒告：口頭又は文書をもって注意を行い戒める。

… ②　譴責：始末書を提出させ、将来を戒める。

… ③　対外試合出場禁止：一定の試合数又は一定期間、対外試合への出場を禁止する。

… ④　活動停止：一定期間又は無期限で、競技に関する一切の活動を禁止する。

… ⑤　…資格停止：一定期間又は無期限で、本団体の競技者等又は加盟校としての資格を停止す

る。

… ⑥　除名：永久に本団体の競技者等又は加盟校としての資格を剥奪する。

（調査委員会）

第6条… 本団体は、処分に係る事実関係を調査するための公正な機関として、調査委員会を設置する。

　2… …調査委員会は、●名以上の委員で構成するものとし、そのうち少なくとも1名は、弁護士等

の法律に精通した有識者を選任するものとする。

　3… …調査委員会の委員長は、調査委員の中から互選によって1名を選任する。

　4… …調査委員会は、独立した委員会であり、理事会や他の委員会等から命令、影響等を一切受け

ない。

　5… …委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

（審査委員会）

第7条… 本団体は、処分の決定機関として、審査委員会を設置する。

　2… …審査委員会は、●名以上の委員で構成するものとし、そのうち少なくとも1名は、弁護士等

の法律に精通した有識者を選任するものとする。

　3… …審査委員会の委員長は、審査委員の中から互選によって1名を選任する。

　4… …審査委員会は、独立した委員会であり、理事会や他の委員会等から命令、影響等を一切受け

ない。
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　5… 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

（不服審査委員会）

第8条… …本団体は、処分に対する不服申立ての審査を行うための公正な機関として、不服審査委員会

を設置する。

　2… …不服審査委員会は、●名以上の委員で構成するものとし、そのうち少なくとも1名は、弁護

士等の法律に精通した有識者を選任するものとする。ただし、不服審査委員は、調査委員又

は審査委員と兼任することはできない。

　3… …不服審査委員会の委員長は、不服審査委員の中から互選によって1名を選任する。

　4… …不服審査委員会は、独立した委員会であり、理事会や他の委員会等から命令、影響等を一切

受けない。

　5… …委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

（通報等）

第9条… …競技者等及び加盟校は、自ら又は他の競技者等若しくは加盟校が本規程に違反し又は違反す

るおそれがあると思料する場合は、審査委員会又は一般社団法人大学スポーツ協会に対して、

書面又は口頭にて通報するよう努めるものとする（以下、通報を行った者を「通報者」とい

う。）。

　2… …審査委員会は、前項の通報又は本団体において覚知した事実等に基づき、調査が必要である

と認めた場合は、速やかに調査委員会に対して事実の調査を嘱託するとともに、被害拡大又

は証拠隠滅等を防止するために緊急の必要があると判断したときは、通報者（通報者と別に

被害者が存在する場合には、通報者及び被害者）の意思を確認した上で、行為者に対して被

害者等との接触を禁止するなどの必要な措置を講じることができるほか、必要に応じて、競

技者等及び加盟校に防止措置を講ずるよう要請することができる。

　3　… …審査委員会は、明らかに本規程に違反する行為が存在しないと認められる場合には、調査を

行わない旨の決定をすることができる。この場合、審査委員会は、通報者（匿名である場合

を除く。）に対して、調査を行わない理由を付記した書面又は電磁的記録を交付する方法によ

り、当該決定を通知する。

　4… …通報者は、虚偽の通報のほか、不正の利益を得る目的、本団体又は第三者に損害を与える目

的、調査対象者への嫌がらせ目的、その他の不正な目的による通報を行ってはならない。

（調査）

第10条… …調査委員会は、事案の解明のために、本団体、通報者、競技者等及び加盟校に対して、事実

関係についての説明及び証拠資料の提出を求め、又は現地調査をすることができる。

　2… …調査委員のうち、調査対象事案に何らかの形で関与し又は利害関係を有する者は、当該調査

対象事案の調査に加わることができない。
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　3… …調査委員会は、調査完了後速やかに、審査委員会に対して調査結果等を報告しなければなら

ない。

（協力義務）

第11条　…競技者等及び加盟校は、調査に協力できない正当な理由がある場合を除き、調査委員会又は

審査委員会による調査に協力しなければならない。

　2… …競技者等及び加盟校は、調査に協力するに当たって、事実の隠蔽・歪曲、虚偽の回答その他

の不正な対応を行ってはならない。

（審査手続）

第12条　…審査委員会は、調査委員会からの調査結果等の報告を受けた後、速やかに審査手続を開始し、

決議により処分を決定する。

　2　… …審査委員会は、全審査委員の過半数の出席をもって成立とし、決議は、出席した審査委員の

過半数をもって行う。なお、可否同数の場合には、審査委員長の決するところによる。

　3… …審査委員のうち、審査対象事案に何らかの形で関与し又は利害関係を有する者は、当該審査

対象事案の審査に加わることはできない。

　4… …審査委員会は、処分の対象になり得る者に対して、処分決定前に弁明の機会を付与しなけれ

ばならない。

　5… …審査手続は非公開とする。

　6… …審査委員会が追加の調査を要すると認めた場合には、自ら又は調査委員会に命じることによ

り、追加の調査を行うことができる。

（処分の通知・公表）

第13条… …本団体は、処分対象者及び処分対象者が所属する加盟校に対して、次の各号に掲げる事項を

明記した書面又は電磁的記録を交付する方法により、処分内容を通知する。

… ①　処分対象者の氏名、所属等

… ②　処分の内容及び処分に付随する指導の内容

… ③　処分の手続の経過

… ④　処分対象行為

… ⑤　処分の根拠及び具体的な理由

… ⑥　処分の年月日

… ⑦　不服申立手続の内容及び期限

　2… …本団体は、処分の内容及び処分の理由を、ホームページへの掲載等の方法により公表するこ

とがある。なお、公表の際は、処分対象者等のプライバシーに配慮するものとする。
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（処分決定の効力）

第14条… 処分決定の効力は、前条に規定する通知が処分対象者に到達した時から生じる。　

　2　… …第16条に規定する不服申立て又は第18条に規定する調停若しくは仲裁の申立てがあった場合

であっても、本団体又は公益財団法人日本スポーツ仲裁機構（以下「JSAA」という。）により、

処分決定の取消し若しくは変更又は処分決定の効力が停止されるまでの間、処分決定の効力

は失われない。

（処分の取消し等）

第15条　…審査委員会は、処分決定後の処分対象者の情状を考慮して、処分内容を取り消し若しくは変

更し、又は処分決定の効力を停止することができる。ただし、処分内容の変更は、より軽い

処分とする場合に限る。

　2　… …処分決定の取消し若しくは変更又は処分決定の効力の停止に関する審査及び決定に関する手

続については、第12条から前条の規定を準用する。

（処分決定に対する不服申立て）

第16条　…処分対象者は、自らが受けた処分決定に不服がある場合、不服審査委員会に対し、不服申立

てをすることができる。

　2… …前項に基づき不服申立てをする場合は、不服審査委員会に対し、理由を付した不服申立書を

提出しなければならない。

　3… …第1項に基づく不服申立ては、処分決定の効力発生日から起算して●日以内に行わなければ

ならない。

（不服申立ての審査及び決定手続等）

第17条　…処分決定に対する不服申立ての審査及び決定に関する手続については、第12条から第14条の

規定を準用する。

　2… …処分対象者は、不服審査委員会の決定に対して、再度の不服申立てをすることはできない。

（JSAAに対する調停又は仲裁の申立て）

第18条… …処分対象者は、自らが受けた処分決定に不服がある場合、前二条に定める手続を経ずに、

JSAAに対し、調停又は仲裁の申立てをすることができる。

　2… …前項の調停又は仲裁の申立てについては、JSAAが定める「特定調停合意に基づくスポーツ

調停（和解あっせん）規則」又は「スポーツ仲裁規則」に従う。

（不利益取扱いの禁止等）

第19条　…本団体は、本規程に規定する通報、調査への協力、不服申立て又はJSAAに対する調停若し

くは仲裁の申立てをしたことを理由として、各当事者に対して、いかなる不利益な取扱いも
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しない。

　2… …本団体、調査委員会及び審査委員会は、本規程に規定する通報、調査への協力、不服申立て

又はJSAAに対する調停若しくは仲裁の申立てをした者に不利益が及ぶことのないよう、当

事者の氏名等を秘匿し、就業環境及び競技環境が悪化することのないよう配慮するなど、適

切な措置を講じなければならない。

（秘密保持）

第20条　…本団体の役職員、調査委員、審査委員、不服審査委員、処分対象者、調査に協力した者その

他本規程に定める処分の調査、審査手続又は不服審査手続等に関わった全ての者は、すでに

公表されている事実を除き、当該手続を通じて知り得た事実を第三者に漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

（規程の解釈）

第21条… 本規程の解釈につき疑義が生じたときは、本団体の解釈に従うものとする。

（改廃等）

第22条… 本規程の改廃は、理事会の決議によって決定する。

附則

（施行日）　

第1条… 本規程は、令和●（20●●）年●月●日から施行する。

以上
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別紙2-2

処分規程（簡易版）

（目的）

第1条… …本規程は、●●（以下「本団体」という。）に加盟・登録する団体及び競技者等の遵守事項及

び処分等に関する基本的な事項等を定めることにより、●●競技の健全な普及並びに本団体

及び●●競技に対する社会的信頼の維持・向上を図ることを目的とする。

（適用対象）

第2条… 本規程は、次の号に掲げる者に適用する。

… ①　…本団体に加盟・登録する競技者、部員、部長、監督、コーチ、トレーナー、マネージャー、

審判等（以下「競技者等」という。）

… ②　本団体に加盟・登録する学校・部（以下「加盟校」という。）

（禁止事項）

第3条… 競技者等は、次各号に掲げる行為を行ってはならない。

… ①　…法令又は本団体が定める定款、規約、規程又は指針（以下「法令等」という。）に反する

行為

… ②　本団体による指示、命令等に反する行為

… ③　酒気を帯びて競技又は指導する行為

… ④　暴力、暴言、脅迫、差別的言動、いじめその他これらに類似する行為

… ⑤　…パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、モラルハラスメント、マタニティハ

ラスメント、パタニティハラスメントその他のあらゆるハラスメント行為

… ⑥　…自らの職務又は地位を利用して、自ら又は第三者の私的な利益を図る行為、不当な斡旋

又は強要

… ⑦　…競技結果に影響を及ぼす又はそのおそれのある不正行為（八百長行為等）への関与

… ⑧　…世界アンチ・ドーピング機構が定めた禁止表国際基準に規定する禁止物質を使用し、又

は使用させる行為、その他世界アンチ・ドーピング規程又は日本アンチ・ドーピング規

程に違反する行為

… ⑨　…競技会等の円滑な運営又は施設管理を妨げ、又は施設等を損壊する行為

… ⑩　…反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、その準構成員、暴力団関係企業やこれらに準ずる

者等）の構成員となること、反社会的勢力等から金品、便宜若しくはもてなしを受ける

こと、又は反社会的勢力等との間で金銭の貸借等の取引を行うこと、その他反社会的勢

力等と何らかの関わりを持つこと

… ⑪　…本団体の機密情報の第三者への漏洩又は開示
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… ⑫　…本団体の品位を害し、本団体又は競技関係者等の名誉を毀損又は信用を失墜させる行為

… ⑬　…その他、前各号に準じると本団体が認める一切の行為

　2… 加盟校は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

… ①　…法令等に違反する行為

… ②　…競技者等の登録、会計処理等に関する不正行為

… ③　…調査に協力しない行為、証拠を隠滅する行為等、本規程に定める調査等の手続を妨げる

一切の行為

… ④　…競技者等に本規程に違反する行為をさせ、又は競技者等が本規程に違反する行為を行っ

ていることを認識しながらこれを黙認する行為

… ⑤　…その他、前各号に準じると本団体が認める一切の行為

（処分）

第4条… …理事会は、競技者等又は加盟校が本規程に違反する行為をした場合には、次の各号に掲げる

事項を考慮して、処分を決定する。

… ①　処分の対象となった行為の態様、動機及び結果

… ②　処分対象者の地位及び被害者との関係

… ③　処分対象者の故意又は過失の程度

… ④　被害者の身体的及び精神的な負荷の程度や今後の競技活動への影響

… ⑤　被害者の帰責性

… ⑥　情状酌量の余地

… ⑦　処分の対象となった行為が本団体又は社会に与えた影響

… ⑧　処分歴の有無

… ⑨　過去に処分した同種事案における処分内容との均衡

… ⑩　その他前各号に付随関連する一切の事情

　2… 本団体は、理事会による処分決定に基づき、当該競技者等又は加盟校に対して処分を行う。

　3… …本団体は、本規程に違反する行為を行った者を監督すべき立場にある者が監督を怠ったと認

められる場合には、理事会による処分決定に基づき、その者に対しても処分をすることがで

きる。

　4… …本団体は、競技者等及び加盟校に対して、処分に付随して報告書の提出その他の必要な措置

を求めることができる。

（処分の種類）

第5条… 競技者等及び加盟校に対する処分の種類は、次の各号に掲げるものとする。

… ①　戒告：口頭又は文書をもって注意を行い戒める。

… ②　譴責：始末書を提出させ、将来を戒める。

… ③　対外試合出場禁止：一定の試合数又は一定期間、対外試合への出場を禁止する。
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… ④　活動停止：一定期間又は無期限で、競技に関する一切の活動を禁止する。

… ⑤　…資格停止：一定期間又は無期限で、本団体の競技者等又は加盟校としての資格を停止す

る。

… ⑥　除名：永久に本団体の競技者等又は加盟校としての資格を剥奪する。

（通報等）

第6条… …理事会は、通報又は本団体において覚知した事実等に基づき、調査が必要であると認めた場

合は、速やかに調査を開始するとともに、被害拡大又は証拠隠滅等を防止するために緊急の

必要があると判断したときは、通報者（通報者と別に被害者が存在する場合には、通報者及

び被害者）の意思を確認した上で、行為者に対して被害者等との接触を禁止するなどの必要

な措置を講じることができるほか、必要に応じて、競技者等及び加盟校に防止措置を講ずる

よう要請することができる。

　2… …理事会は、明らかに本規程に違反する行為が存在しないと認められる場合には、調査を行わ

ない旨の決定をすることができる。この場合、理事会は、通報者（匿名である場合を除く。）

に対して、調査を行わない理由を付記した書面又は電磁的記録を交付する方法により、当該

決定を通知する。

　3… …通報者は、虚偽の通報のほか、不正の利益を得る目的、本団体又は第三者に損害を与える目

的、調査対象者への嫌がらせ目的、その他の不正な目的による通報を行ってはならない。

（調査）

第7条… …理事会は、事案の解明のために、自ら又は理事会で指名した第三者をして、本団体、通報者、

競技者等及び加盟校に対して、事実関係についての説明及び証拠資料の提出を求め、又は現

地調査をすることができる。

　2… …調査対象事案に何らかの形で関与し、又は利害関係を有する者は、当該調査対象事案の調査

に加わることができない。

（協力義務）

第8条… …競技者等及び加盟校は、調査に協力できない正当な理由がある場合を除き、前条第1項に定

める調査に協力しなければならない。

　2… …競技者等及び加盟校は、調査に協力するに当たって、事実の隠蔽・歪曲、虚偽の回答その他

の不正な対応を行ってはならない。

（審査手続）

第9条… …理事会は、調査終了後、速やかに審査手続を開始し、決議により処分を決定する。

　2… …理事会は、全理事の過半数の出席をもって成立とし、決議は、出席した理事の過半数をもっ

て行う。なお、可否同数の場合には、理事長の決するところによる。
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　3… …理事会は、処分の対象になり得る者に対して、処分決定前に弁明の機会を付与しなければな

らない。

　4… …審査手続は非公開とする。

（処分の通知・公表）

第10条… …本団体は、処分対象者及び処分対象者が所属する加盟校に対して、次の各号に掲げる事項を

明記した書面又は電磁的記録を交付する方法により、処分内容を通知する。

… ①　…処分対象者の氏名、所属等

… ②　処分の内容及び処分に付随する指導の内容

… ③　処分の手続の経過

… ④　処分対象行為

… ⑤　処分の根拠及び具体的な理由

… ⑥　処分の年月日

… ⑦　不服申立手続の内容及び期限

　2… …本団体は、処分の内容及び処分の理由をホームページへの掲載等の方法により公表すること

がある。なお、公表の際は、処分対象者等のプライバシーに配慮するものとする。

（処分決定の効力）

第11条… 処分決定の効力は、前条に規定する通知が処分対象者に到達した時から生じる。　

　2… …第13条に規定する調停又は仲裁の申立てがあった場合であっても、公益財団法人日本スポー

ツ仲裁機構（以下「JSAA」という。）により、処分決定の取消し若しくは変更又は処分決定

の効力が停止されるまでの間、処分決定の効力は失われない。

（処分の取消し等）

第12条　…理事会は、処分決定後の処分対象者の情状を考慮して、処分内容を取り消し若しくは変更し、

又は処分決定の効力を停止することができる。ただし、処分内容の変更は、より軽い処分と

する場合に限る。

　2… …処分内容の取消し若しくは変更又は処分決定の効力の停止に関する審査及び決定に関する手

続については、第9条から前条の規定を準用する。

（JSAAに対する調停又は仲裁の申立て）

第13条　…処分対象者は、自らが受けた処分決定に不服がある場合、JSAAに対し、調停又は仲裁の申立

てをすることができる。

　2… …前項の調停又は仲裁の申立てについては、JSAAが定める「特定調停合意に基づくスポーツ

調停（和解あっせん）規則」又は「スポーツ仲裁規則」に従う。
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（不利益取扱いの禁止等）

第14条… …本団体は、本規程に規定する通報、調査への協力、JSAAに対する調停又は仲裁の申立てを

したことを理由として、各当事者に対して、いかなる不利益な取扱いもしない。

　2… …本団体は、本規程に規定する通報、調査への協力、JSAAに対する調停又は仲裁の申立てを

した者に不利益が及ぶことのないよう、当事者の氏名等を秘匿し、就業環境及び競技環境が

悪化することのないよう配慮するなど、適切な措置を講じなければならない。

（秘密保持）

第15条… …本団体の役職員、処分対象者、調査に協力した者その他本規程に定める処分の調査又は審査

手続等に関わった全ての者は、すでに公表されている事実を除き、当該手続を通じて知り得

た事実を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

（規程の解釈）

第16条… …本規程の解釈につき疑義が生じたときは、本団体の解釈に従うものとする。

（改廃等）

第17条… …本規程の改廃は、理事会の決議によって決定する。

附則

（施行日）　

第1条… …本規程は令和●（20●●）年●月●日から施行する。

以上
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別紙3

通報シート

年　　月　　日

［●●連盟●●会／大学スポーツ協会］御中

通報者の氏名・所属（通報者が加盟校の場合には、その名称及び担当者の氏名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

連絡先（電話番号及びメールアドレス）
※連絡先が上記の本人以外の場合は、連絡担当者の氏名・所属・電話番号・メールアドレス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下記のとおり通報します。

記

1．通報対象者の氏名・所属

2．通報対象事実（できる限り具体的に記載してください。）

　（1）日時又は期間

　（2）場所

　（3）行為内容

3．証拠資料の有無・内容

4．希望する対応

以上
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別紙4

年　　月　　日

●●（所属・氏名）殿

●●連盟

●●会

委員　●●　●●

委員　●●　●●

委員　●●　●●

弁明の機会の付与通知書

　処分規程第●条第●項の規定に基づき、次のとおり弁明の機会の付与を行いますので、通知します。

1．処分対象行為

「例：●は、●年●月●日、●において、●に対し、顔面を数回殴打するなどの暴行を加え、●に対し、

加療約1か月間を要する傷害を負わせた（処分規程第●条●項に該当）。」

2．弁明書の提出先及び提出期限

　…　上記1記載の行為について、弁明すべき事項があれば、弁明書（書式は問いません。）を作成の上、

以下の要領により、書面又は電子メールにより送付してください。証拠資料がある場合は、弁明書と

合わせて提出してください。

　（1）提出先

　（2）提出期限（必着）

　（3）その他

　　…　上記（2）記載の提出期限までに弁明書が提出されない場合は、弁明すべき事項がないものとみ

なし、処分等を決定します。

以上

【コメント：書面提出の機会を付与することに加えて、又はそれに代えて、面談を設定し、口頭によ

る弁明の機会を付与することも考えられる。】

　…
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別紙5

年　　月　　日

●●（所属・氏名）殿

●●連盟

●●会

委員　●●　●●

委員　●●　●●

委員　●●　●●

処分決定通知書

　貴殿の処分について、次のとおり決定しましたので、●●規程第●条第●項に基づき通知します。

1．処分の内容及び処分に付随する指導の内容

2．処分の手続の経過

　（1）●年●月●日、●●は、審査委員会に対し、通報シートを提出した。

　（2）同年●月●日、審査委員会は、調査委員会に対し、事実調査を行うよう求めた。

　（3）同年●月●日、調査委員会は、審査委員会に対し調査結果を報告した。

　（4）・・・・

3．処分の理由

　（1）処分対象行為

　（2）処分の根拠及び具体的な理由

　　　　根拠：●●規程第●条、第●条

　　　　理由：

4．不服申立手続の内容及び期限

　…　この処分決定に不服がある場合は、不服審査委員会に対して不服の申立て又は公益財団法人日本ス

ポーツ仲裁機構に対して仲裁若しくは調停の申立てを行うことができます。

　…　不服審査委員会に対して不服の申立てを行う場合は、本書面を受領した日から起算して●日以内

に、不服審査委員会に対して不服申立書を提出してください。

　…　公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して仲裁の申立てを行う場合には、本書面を受領した日か

ら起算して6か月以内に、公益財団法人日本スポーツ仲裁機構に対して仲裁申立書を提出してください。

以上
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