国際雪合戦連合
第５回理事会議案書
The 5th IAY Executive Board Meeting Agenda

議
報告第１号

事

2013-2014年（2013.9.1-2014.8.31）
事業報告及び決算について

議案第１号

2014-2015年（2014.9.1-2015.8.31）
事業計画及び予算案について

議案第２号

2014-2015年（2014.9.1-2015.8.31）
役員の承認及び選任について

議案第３号

2014/2015 昭和新山国際雪合戦競技規則について

Agenda
Matters to be reported;
1. The Business and the Financial Report for the 2013-2014
term (from September.1. 2013 to August 31. 2014).

Proposals to be acted upon;
1. The Business Plan and Budget for the 2014-2015 term
(from September.1. 2014 to August 31. 2015).

2. Approval and Election of Officers
3. 2014/2015 Showa-Shinzan International Yukigassen
Laws of the Game

報告第１号

2013-2014年事業報告及び決算について

1. The Business and the Financial Report for the 2013-2014 term
(from September.1. 2012 to August 31. 2013).
（１）事業報告/Business Report
2013.10

第３回理事会
・2012-2013年事業報告及び決算
・2013-2014年事業計画及び予算案
・2013-2014年役員の承認及び選任

2014. 1

国際雪合戦連合ホームページ開設

2014. 2

第26回昭和新山国際雪合戦、公認１級審判員認定試験

2014. 5

第４回理事会
・タイ雪合戦連盟の加盟承認

October. 2013

The 3rd Executive Board Meeting
･The Business and the Financial Report for the 2012-2013 term
･The Business Plan and Budget for the 2013-2014 term
･Approval and Election of Officers

January. 2014

Launching the IAY homepage (in English & Japanese)

February. 2014 The 26th Showa-Shinzan International Yukigassen
Official Level 1 Referee Certification Test
May. 2014

The 4th Executive Board Meeting
･Approval of Yukigassen Thailand

（２）決算報告/Financial Report
それぞれの事業費は、各加盟団体の会計において負担したため、
当連合としての収入支出はなかった。

Expenses are reported in the accounts of the affiliated organizations.
There is nothing to report under the financial accounts of IAY.
*****************************************************************************
本議案に関連し、以下の通り報告する。

Regarding the agenda, we would like to report as below.
国内統括本部・競技委員会決算報告

Financial Report of Domestic Department and Competition Committee
■収入 / Revenue

円 / Japanese yen

前期繰越金 / Balance brought from the previous term

15,686

年会費 / Annual Membership Fee

80,000

登録料 / Registration Fee

34,000

受講料 / Examination Fee

5,000

その他収入 / Other Revenue
計 / Total

8
134,694

■支出 / Expenses

円 / Japanese yen

審判員証発行料 / Referee Tag Fee

31,635

その他支出 / Other expenses
その他の経費は昭和新山国際雪合戦実行委員会で負担
Other expenses are reported in the accounts of
Showa-Shinzan International Yukigassen Executive Committee.
次期繰越金 / Balance to be carried forward

103,059

計 / Total

134,694

議案第１号

2014-2015年事業計画及び予算案について

1. The Business Plan and Budget for the 2014-2015 term
(from September.1. 2014 to August 31. 2015).
（１）事業計画/Business Plan
2014.10

第６回理事会

2015. 2

第27回昭和新山国際雪合戦、公認１級審判員認定試験

2015. 5

競技委員会

2015. 7

第７回理事会

October. 2014

The 6th Executive Board Meeting

February. 2015 The 27th Showa-Shinzan International Yukigassen
Official Level 1 Referee Certification Test
May. 2015

Competition Committee

July. 2015

The 7th Executive Board Meeting

（２）予算案/Budget
それぞれの事業費は、各加盟団体の会計において負担することとし、
当連合としての収入支出は予算化しない。

Budgets are handled by the affiliated organizations.
There is no proposed budget for the IAY.
*****************************************************************************
本議案に関連し、以下の通り報告する。

Regarding the agenda, we would like to report as below.
国内統括本部・競技委員会予算案

Budgets of Domestic Department and Competition Committee
■収入 / Revenue

円 / Japanese yen

前期繰越金 / Balance brought from the previous term

103,059

年会費 / Annual Membership Fee

80,000

登録料 / Registration Fee

30,000

受講料 / Examination Fee

10,000

その他収入 / Other Revenue
計 / Total

941
224,000

■支出 / Expenses

円 / Japanese yen

審判員証発行料 / Referee Tag Fee

30,000

その他支出 / Other expenses

90,000

日本連盟から移行した審判員の審判員証発行料、事務費など
Referee tag fee for the referees who were transferred from
Japan Yukigassen federation, Administrative expenses, and so on.
次期繰越金 / Balance to be carried forward

104,000

計 / Total

224,000

議案第２号

2014-2015年役員の承認及び選任について

2. Approval and Election of Officers
（１）理事の承認/Approval of Executive Board Member
定款に基づき、各団体から下記の理事等が指名されたので承認を求める
会

長

松

本

副 会 長

空

席

専務理事

庵

理

アリ・ペイリオ（海外統括本部／フィンランド）

事

勉（昭和新山国際雪合戦実行委員会）
匡（昭和新山国際雪合戦実行委員会）

ゴードン・ファーガソン（海外統括本部／カナダ・アメリカ）
ジャッキー・ウィッツビー（海外統括本部／オーストラリア）
長

内

伸

一（昭和新山国際雪合戦実行委員会）

小

林

一

也（昭和新山国際雪合戦実行委員会）

堀

口

一

夫（昭和新山国際雪合戦実行委員会）

小

貫

敬

直（国内統括本部）

西

本

阿

野

裕

司（競技委員会委員長）

松

下

一

郎（競技委員会副委員長）

誠（国内統括本部）

Per the constitution, we seek the approval for the following list of IAY Board
Member appointed to represent each organization.
President

Tsutomu Matsumoto / Japan

Vice-President
Secretary-General Tadashi Iori / Japan
Executive Board Member Ari Pöyliö / Finland Gordon Ferguson / Canada ,
Jacqui Whitby / Australia, Shinichi Osanai / Japan
Kazuo Horiguchi / Japan Takanao Onuki / Japan, Yuji Ano / Japan ,
Ichiro Matsushita / Japan Kazuya Kobayashi / Japan
Makoto Nishimoto / Japan
（２）監事の選出/Election of Auditor
定款に基づき、本理事会において、下記のとおり監事を選出したい。
監

事

福

井

研

吉（昭和新山国際雪合戦実行委員会）

Per the constitution, we seek to elect the following auditor at this executive
meeting.

Auditor

Kenkichi Fukui / Japan

議案第３号

2014/2015 昭和新山国際雪合戦競技規則について

3. 2014/2015 Showa-Shinzan International Yukigassen
Laws of the Game
国際雪合戦連合競技委員会（平成２６年１０月１１日開催）の報告に基づく競技
規則の改正提案について承認を求めます。
なお、競技規則における細かな表記については競技委員会にご一任願います。

I submit this Proposal to ask for Executive Board Members' approval for the
proposed amendments about the "Laws of the Game" that are reported by the
Competition Committee of IAY (Held on October 11, 2014).
The detailed expressions on the "Laws of the Game" will be determined by the
resolution of the Competition Committee.

国際雪合戦連合/ International Alliance of sport Yukigassen

2014/2015 競技規則改正点
2014-15 Competition Rule Revision Point
現行（2013/2014競技規則）
Present Rule -2013/14 Rule

2014/2015 競技規則における改正提案事項
2014/15 Rule Revision Summary

1 試合開始時の審判員の動作
● 改正理由・要旨
副審が、主審の動作をわざわざ視認する必要がなく、フライングなどの判定を
合理的に行えるようになるため
○ 該当・関連項目
6.3.1 主審が両手を広げたときから開始の合図までの間に、選手が動作を

〇 改正案
6.3.1 主審が開始を宣告したときから開始の合図までの間に、選手が動作を

開始した場合、 フライングとする。
9.3.2 試合開始の合図

開始した場合、 フライングとする。
9.3.2 試合開始の合図

両手を左右１８０度に開いた角度から笛を短く吹くと同時に、

試合開始を告知するため「用意」と宣告し、両手を左右１８０度

水平に体の前に持ってきて止める。

に開いた後、笛を短く吹くと同時に水平に体の前に持ってきて止める。

9.3.3 副審は、主審が両手を広げたことを確認し、選手のフライングを

9.3.3 副審は、主審が試合開始を宣告したことを確認し、選手のフライングを

判定する。

判定する。

〇 運用の考え方
「動作」とは、攻撃しようとする行為、相手のフライングを誘発しようとする
行為などが対象とされるが、その対象行為について明確化し、運用する
ことが望ましい。
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国際雪合戦連合/ International Alliance of sport Yukigassen

2014/2015 競技規則改正点
2014-15 Competition Rule Revision Point
現行（2013/2014競技規則）
Present Rule -2013/14 Rule

2014/2015 競技規則における改正提案事項
2014/15 Rule Revision Summary

1 Referee's motion(Before the match)
● Revision Summary and Reason
To rationalize the flow at the starting the period.
○ Relevant Part
6.3.1 “False Starts” means a movement between the referee open

〇 Proposal to Revice
6.3.1 “False Starts” means a movement between the referee declare
"Get set" and starting sign.

arms and starting sign.
9.3.2 The signal for starting the period will be: both arms open wide

9.3.2 The signal for starting the period will be: declare "Get set",

making a straight line, when the whistle is blown, both arms

both arms open wide making a straight line, when the whistle

will be brought forward and stopped.

is blown, both arms will be brought forward and stopped.

9.3.3 The assistant referees are to note the open arm signal from

9.3.3 The assistant referees are to note the declaration of "Get set" from

the chief referee and then to watch false starts by the players.

the chief referee and then to watch false starts by the players.
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国際雪合戦連合/ International Alliance of sport Yukigassen

2014/2015 競技規則改正点
2014-15 Competition Rule Revision Point
現行（2013/2014競技規則）
Present Rule -2013/14 Rule

2014/2015 競技規則における改正提案事項
2014/15 Rule Revision Summary

２ 規定以上の雪球をコート内に持ち込む行為
● 改正理由・要旨
本ルールは、雪合戦開始当初から存在しているが、現状では
・審判による確認が励行され、たとえ規定以上に持ち込んでも
競技運営上支障が出ていないこと
・故意に規定以上に持ち込むケースは少ないこと
から、罰則対象から除外する。
○ 該当・関連項目
6.1.1 コート入場後、ただちに審判員から雪球の点検を受ける。

7.2

〇 改正案
6.1.1 コート入場後、ただちに審判員から雪球の点検を受ける。

なお、雪球が規定数より少なかった場合は、補充はせず、そのまま

なお、雪球が規定数より少なかった場合は、補充はせず、そのまま

試合を行うこととし、多かった場合は、チームに警告が与えられ、

試合を行うこととし、多かった場合は、チームに警告が与えられ、

超過分の雪球を除去して試合を行う。

超過分の雪球を除去して試合を行う。

チームへ警告（イエローカード）を与える反則

7.2

チームへ警告（イエローカード）を与える反則

7.2.2 雪球を規定以上に持ち込む行為

7.2.2 雪球を規定以上に持ち込む行為

9.1.1 試合開始前に雪球、服装の点検を終える。なお、雪球が少ない

9.1.1 試合開始前に雪球、服装の点検を終える。なお、雪球が少ない場合は

場合はそのままとし、多い場合は、多い雪球を除去し、

そのままとし、多い場合は、多い雪球を除去し、そのチームに警告を

そのチームに警告を与える。

与える。する。
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国際雪合戦連合/ International Alliance of sport Yukigassen

2014/2015 競技規則改正点
2014-15 Competition Rule Revision Point
現行（2013/2014競技規則）
Present Rule -2013/14 Rule

2014/2015 競技規則における改正提案事項
2014/15 Rule Revision Summary

2 Excess Snowball(s)
● Revision Summary and Reason
Because it rarely causes troubles by the referee's prior check,
and there are few cases to do intentionally at present.
○ Relevant Part
6.1.1 Upon entering the court, teams are to have their snowballs

7.2

〇 Proposal to Revice
6.1.1 Upon entering the court, teams are to have their snowballs

checked by the referees. If the number of snowballs is found

checked by the referees. If the number of snowballs is found

to be less than the official number allowed, no additional

to be less than the official number allowed, no additional

snowball(s) could be made at this time. If the snowball was

snowball(s) could be made at this time. If the snowball was

more than the specified number, the excess snowballs will be

more than the specified number, the excess snowballs will be

removed by the referee, and the team will be given a warning.

removed by the referee, and the team will be given a warning.

The team committing a foul stated under clause 7.2 will be

7.2

given a warning (Yellow Card).
7.2.2 If the team enters the court with more than the stipulated

given a warning (Yellow Card).
7.2.2 If the team enters the court with more than the stipulated
number of snowballs.

number of snowballs.
9.1.1 The referees are to complete the snowballs and uniform

The team committing a foul stated under clause 7.2 will be

9.1.1 The referees are to complete the snowballs and uniform

inspections. If the numbers of snowball are found to be less

inspections. If the numbers of snowball are found to be less

than the number allowed, proceed to start the game.

than the number allowed, proceed to start the game.

If there are more snowballs than allowed, issue a warning

If there are more snowballs than allowed, issue a warning

the the offending team.

the the offending team.remove the excess snowballs.
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国際雪合戦連合/ International Alliance of sport Yukigassen

2014/2015 競技規則改正点
2014-15 Competition Rule Revision Point
現行（2013/2014競技規則）
Present Rule -2013/14 Rule

2014/2015 競技規則における改正提案事項
2014/15 Rule Revision Summary

３ 反則・罰則の対象者の文言の整理
● 改正理由・要旨
基本的に反則・罰則の対象は選手・監督とも同様であり、文言を整理する。
ただし、英文規則は監督も対象となっていたため、修正事項はなし
○ 該当・関連項目
7.1

選手を退場（レッドカード）とし、チームへ警告（イエローカード）を

〇 改正案
7.1

与える反則
7.1.2 選手や監督が審判員の指示に従わず競技進行を妨げたり、

選手・監督を退場（レッドカード）とし、チームへ警告（イエローカード）を
与える反則

7.1.2 （削除）選手や監督が審判員の指示に従わず競技進行を妨げたり、

コート外の選手が指示を出すなどの競技妨害行為

コート外の選手が指示を出すなどの競技妨害行為
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国際雪合戦連合/ International Alliance of sport Yukigassen

2014/2015 競技規則改正点
2014-15 Competition Rule Revision Point
現行（2013/2014競技規則）
Present Rule -2013/14 Rule

2014/2015 競技規則における改正提案事項
2014/15 Rule Revision Summary

2015/16（翌シーズン）において競技規則改正を予定する事項
■アウト選手が持っている雪球の取り扱い
● 改正理由・要旨
アウトになった選手が持っていた雪球の取り扱いについて、「雪球を置く行為と補給行為の判別」、「補給された雪球の使用有無の確認」などの問題が生じており、
判定方法を明確化し、あわせて当該行為を抑止することが必要との認識が、本競技委員会において確認されました。
それに伴い、下記のとおり、「アウトとなった選手は雪球を持ったままコート外に出る」よう改正し、有効な雪球をコート内に置いていった場合は反則行為とし、
現段階では「１回目はチームに注意」、「２回目はチームに警告」とする予定です。
ただし、本改正は一定の周知期間を設け、2015/26（翌シーズン）から適用することとしたため、
2014/15競技規則の記述の改訂は行わず、次回の第２７回大会についても前回大会同様に運用していくこととします。
○ 該当・関連項目
4.4

次の選手はアウトとなり、そのセット中はプレーができない。

〇 改正案
4.4

次の選手はアウトとなり、そのセット中はプレーができない。

4.4.3 アウト選手から直接雪球を受け取ったとき。

4.4.3 アウト選手から直接雪球を受け取ったとき。

4.6

4.6

アウトになった選手は、すぐに雪球を置き、最寄りのサイドラインから
コート外に出なければならない

アウトになった選手は、持っている雪球を持ったまま、すぐに最寄りの
サイドラインからコート外に出なければならない

その他の事項
本年導入したパブリックコメント（改正提案意見公募）制度について、より多くの意見を求め、同時に改正内容の周知期間を拡大するため、
次回（2015/26競技規則改正）からは募集期間を前倒しする予定です(現段階では２～４月を予定）のであらかじめお知らせします。
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