
中国学生卓球連盟　規約

（平成３ 1年４月１日）



第1章 総則

第一条 （名称）
本連盟は中国学生卓球連盟（CHUGOKU STUDENTS TABLE TENNIS FEDER-

ATION）と称し、卓球界における中国地区学生競技団体を代表する。

第二条 （地域及び代表権）
中国学生卓球連盟（以下「本連盟」という）は日本学生卓球連盟規約に基づき中国
地区（岡山・鳥取・島根・広島・山口の５県）の加盟校を統括し、学生卓球競技団
体を代表し、その支部となる。

第三条 （本部）
本連盟の本部を広島大学体育会卓球部内に置く。

第四条 （目的）
本連盟は中国地区学生競技団体を統括し、加盟校相互の親睦をはかり学生スポーツ
の精神を尊び、心身ともに練磨して学生卓球の普及と健全なる発展に寄与すること
を目的とする。

第五条 （各県との関連）
本連盟は日本卓球協会に基づく各都道府県所在の組織に協力する。

第2章 事業

第六条 （事業年度）
本連盟の事業年度は、毎年４月１日から３月末日とする。

第七条 （事業内容）
本連盟は次の事業を行う。なお、各事業遂行上の諸規則は事業細則に定める。　　
　　

1. 中国学生卓球選手権春季大会

2. 中国学生卓球選手権秋季大会

3. 中国学生卓球連盟会長杯争奪卓球大会
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4. 中国新人学生卓球選手権大会

5. 中国学生卓球連盟幹事長杯争奪卓球大会

6. 日本学生卓球連盟講習会

7. 中国学生卓球ランキング作成および発表

8. そのほか本連盟の目的達成に必要な事業

第3章 構成

第八条 （組織体）
本連盟は中国地区に所在する学校教育法に基づく、大学・短期大学・専門学校およ
び法律によって設置された大学校の卓球部を以て構成する。ただし大学院・通信教
育の学生は除く。

第九条 （加盟）
本連盟への加盟は常任幹事会の議決を要し、所定の手続きをしなければならない。

第十条 （加盟校の費用）
本連盟の維持費・登録費は毎年指定された期日までに納入しなければならない。納
入金なき場合は加盟資格を失するものとする。

第十一条 （加盟校の登録）
加盟校は毎年指定された期日までに部長・監督・コーチ・主務・主将および選手を
登録しなければならない。ただし、追加登録及び何らかの理由で登録できない場合
は学連本部に申し出ること。

第十二条 （選手登録期間及び資格）
本連盟の選手登録期間及び資格は日本学生卓球連盟規約第５章による。　　　

第十三条 （競技出場の資格）
本連盟に登録した選手は出場資格を有する。ただし当該年度の４月１日現在で２８
歳未満のものに限る。なお、本連盟の登録期間（満４年）を履修年限とし、一旦大
学を中退した場合及び学生の途中より登録した場合はそのものに残された履修年限
を登録期間とする。ただし、次の各号に該当する加盟校および登録選手は、本連盟
および日本学生卓球連盟主催の大会に出場できない。　　　　　

1. 登録期間（満４年）を越えた者（履修年限が、６年制の大学はその期間）。一旦
大学を卒業した者。ただし、短期大学より上級大学へ進学する者に限り、卒業
生として取り扱わない。
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2. 停学謹慎中のものはその期間中。

3. 本連盟に類似する団体を組織し、あるいは加盟した者。

4. 本連盟の許可なく他団体に加盟またはその競技に出場した者。ただし、日本卓
球協会及び市町村に基づく大会、医歯薬および国公立の大会は除く。

5. 上記以外の特例が生じた場合その処分については、常任幹事会で審議する。

第4章 役員

第十四条 （常設役員）
本連盟に次の役員を置く。

会長 １名
理事長 １名
副理事長 若干名
理事 若干名
幹事長 １名
副幹事長 １名
会計幹事 １名
常任幹事 数名（幹事長・会計幹事を含む。）
幹事 各加盟校から１名
技術員 若干名

（幹事長以下は学生役
員）

第十五条 （任務）
役員の任務は次の通りとする。

1. 会長は、本連盟を代表し会務および本連盟主催の大会を総括する。

2. 理事長は、本連盟の理事を代表し、理事会を総括する。また、会長・副会長に
事故ある場合はその職務を代行する。

3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故ある場合はその職務を代行する。

4. 理事は、本連盟常任幹事会の審議、執行を円滑ならしめるために必要事項を審
議する。

5. 幹事長は、本連盟の学生役員を代表し、本連盟の運営に関する諸般の事務を総
括する。
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6. 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故ある場合は、その職務を代行する。

7. 会計幹事は、本連盟の会計事務を分掌する。

8. 常任幹事は、幹事長を補佐し、本連盟の事業に関する事務を分掌し、審議を決
定する。

9. 幹事は、代表者会議に出席し審議に参加する。

10. 技術員は、学生卓球技術の向上、発展を図り競技細則、組み合わせ等の技術部
門を担当する。

第十六条 （選任）
役員の選任は次の通りとする。

1. 会長は、理事会及び、常任幹事会の合議により決定する。

2. 理事長は、理事の互選により決定する。

3. 副理事長は、理事長の推薦により理事の中から決定する。

4. 理事は理事会および常任幹事の推薦により会長が委嘱する。

5. 幹事長は、新旧両常任幹事の互選により決定する。

6. 会計幹事は、現常任幹事の中より幹事長が任命する。

7. 常任幹事は、現常任幹事の推薦により理事会で委託する。

8. 技術員は新旧常任幹事および現技術員の互選により決定する。

9. 幹事は原則として各大学の主将または主務が兼任する。

第十七条 （特別役員）
本連盟に顧問・参与を置くことが出来る。顧問・参与は重要なる会務において会長
の諮問に応ずる。顧問・参与は理事会の推薦により会長が委託する。顧問・参与は
特に任期を定めない。

第十八条 （任期）
役員の任期は次の通りとする。
会長、理事長、副理事長、理事の任期は２年とし、幹事長、副幹事長、会計幹事、常
任幹事、幹事、技術員は 1年とする。
欠員および増員によって就任した役員の任期はその前任者の残存期間とする。

第十九条 （学生役員）
学生役員は、その所属校が本連盟を脱退した時および本人が所属校の卓球部の籍を
失った時は役員の資格を失う。

第二十条 （改選期）
役員改選は原則として任期満了前（３月）に行う。但し、再任は妨げない。
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第5章 機関

第二十一条 （理事会）
理事会は理事をもってこれを構成する。理事会は本連盟の審議機関で必要に応じ会
長がこれを召集し理事長が運営する。

第二十二条 （常任幹事会）
常任幹事会は本連盟の審議機関であり、事業の執行機関で幹事長がこれを運営する。
常任幹事会は常任幹事をもってこれを構成する。理事会の決定に従い、理事会への
提出案件の立案を行う。

第二十三条 （主管校会議）
主管校会議は、本連盟が各種大会の競技進行を円滑、推進ならしめる為に、随時会
長がこれを召集する。主管校会議は、常任幹事および加盟校の監督、主管校である
5大学（広島大学・鳥取大学・山口大学・岡山大学・島根大学）の幹事をもってこれ
を構成する。

第二十四条 （代表者会議）
代表者会議は、本連盟の最高議決機関で、常任幹事・幹事を以て構成し、会長がこ
れを召集する。毎年春季および秋季に定例総会を開催し、議長には幹事長があたり
次の事項を議決する。

1. 事業報告　

2. 決算報告

3. 事業計画

4. 予　算　

5. その他の重要事項

第二十五条 （技術員会）
技術員会は必要に応じて幹事長がこれを召集し、運営する。技術員会は本連盟の技
術面を担当し、シード会議・ランキング認定会議等を行う。

第二十六条 （臨時招集）
各会議は構成員の 3分の 1以上の要求があった場合および会長が特に必要と認めた
場合には会議の目的を明示し、臨時に招集する。

第二十七条 （定足数及び議決）
各会議は構成員の過半数の出席を以て成立し、議決は出席者の過半数を必要とする。
やむを得ず各会議に欠席する場合は委任状を提出する事ができる。尚、委任状提出
者は出席とみなすが議決権はない。
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第6章 賞罰

第二十八条 （賞与）
本連盟の目的達成のために著しく貢献した者に対し、会長は常任幹事会で審議のの
ち理事会の承認を得て賞を贈ることができる。

第二十九条 （除籍）
加盟校が、本連盟に類似する団体を組織し、或いは本連盟の承諾なく他の団体に加
盟した場合、常任幹事会の審議により理事会の承認を経て除籍することができる。

第三十条 （懲罰）
加盟校および登録選手が本連盟の対面を汚し、義務を怠り、規定および目的に反す
る行為があった場合、常任幹事会の審議により理事会の承認を経て厳重なる処置を
講ずる。会場での判断の場合、その場にいる最高責任者が罰則の重さを判断する。

第7章 会計

第三十一条 （資産）
本連盟の資産管理については理事会の議決を要する。

第三十二条 （年度）
本連盟の会計年度は事業年度と同じく、毎年４月１日より３月末日とする。　

第三十三条 （収入）
本連盟の収入は次の通りとする。

1. 連盟運営料　　　

2. 選手登録料　　

3. 新規加盟料　　

4. 各大会参加料

5. 寄付・その他
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第三十四条 （経理）
本連盟の経費は第三十三条の収入をもってこれにあてる。尚、第三十三条による収
入は原則として一切返済しない。

第三十五条 （会計報告）
会計は理事会、常任幹事会の承認を経て代表者会議に報告しなければならない。

第8章 規約改正

第三十六条 （規約改正）
本連盟の規約改正は常任幹事会で審議し、代表者会議の３分の２以上の同意を得て、
理事会において３分の２以上の賛成を要する。

第9章 附則

第三十七条
本連盟は本規約の他に内規・事業細則を設ける。　　

第三十八条
本規約および内規・事業実施細則は、平成３１年４月 1日より之を実施する。
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