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各水域学生ヨット連盟委員長 様 

全日本学生ヨット連盟 

会 長 杉 山  嘉 尚 

 

            艇体への大学名表示について 

 

全日本学生ヨット連盟加盟校の艇については、全日本学生ヨット連盟申し合わせ事項として、次のとおり

艇体に大学名を表示することとする。 

 

 

艇体への大学名表示に関する学連申し合わせ事項 

 

全日本学生ヨット連盟加盟校の艇は、練習中、レース中の安全確認のため、艇体に大学名を表示することとす

る。 

 

１ 表示位置方法等 

(1) 個々の艇が選定した追加の広告として、艇体に大学名を表示する。 

(2) 表示する大学名は、全日本学連の加盟大学が重複しない識別可能な３文字とし、具体的には、別紙のとおり

とする。 

(3) 大学名の大きさ及び字体は次のとおりとし、各大学(水域)で作成する。(若干の差異は認める) 

                  180㎜      180㎜      180㎜ 
                             字体： ＭＳゴチック 
            180㎜                    色 ： 黒 
                             太さ： 25㎜ 
                                  40㎜        40㎜ 

(4) 大学名の貼付位置は、前部デッキのステムから後方１８００㎜よりさらに後ろ部分の両側板部分とする。 

 
     参考概略図 （ イメージ図 ）                    １８００mm 

船尾側                         船首側 
30mm    

 
                                     ＊若干の誤差は無視する。 
 
 

(5) 大会主催者が、選定、要求した広告を表示するスペースとして、艇体の長さの 25%を空けておかなければな

らない。 

 

2 適用時期 

本申し合わせ事項は、平成２０年８月１日より適用する。 

経過措置として、３年間(平成２３年７月３１日)の猶予期間を設けることとし、平成２３年８月１日以降は、全日

本学生ヨット連盟加盟校の艇は、艇体に大学名表示を行わなければならない。 

ただし、この経過措置は、全日本学生ヨット連盟が主催、共同主催する大会では適用しない。 

 

 

 
 
 



 

（別紙）  

 大学の３文字 略称  

 

北海道水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

北海道大学 北海道 北海道大学医学部 北大医 室蘭工業大学 室欄工 

小樽商科大学 小樽商 札幌大学 札幌大 北見工業大学 北見工 

旭川医科大学 旭川医 札幌医科大学 札幌医   

 

東北水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

東北学院大学 東北学 東北大学 東北大 新潟大学 新潟大 

秋田大学 秋田大 弘前大学 弘前大 北里大学 北里大 

岩手医科大学 岩手医 山形大学 山形大 福島県立医科大学 福島医 
いわき明星大学 いわ明     

 

関東水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

日本大学 日本大 東京工業大学 東工大 獨協大学 獨協大 
筑波大学 筑波大 法政大学 法政大 東京医科大学 東医大 

明海大学 明海大 東洋大学 東洋大 慶應義塾大学 慶応大 

和光大学 和光大 武蔵大学 武蔵大 立教大学 立教大 
埼玉大学 埼玉大 青山学院大学 青学大 拓殖大学 拓殖大 

東京農工大学 東農工 東京大学 東京大 上智大学 上智大 

関東学院大学 関東学 千葉大学 千葉大 学習院大学 学習院 
東京海洋大学 海洋大 横浜国立大学 横国大 芝浦工業大学 芝工大 

大東文化大学 大東文 神奈川大学 神奈川 東海大学 東海大 

東京都立大学 都立大 成蹊大学 成蹊大 専修大学 専修大 
横浜市立大学 横市大 亜細亜大学 亜細亜 早稲田大学 早稲田 

東京理科大学 東京理 中央大学 中央大 明治大学 明治大 

一橋大学 一橋大 成城大学 成城大 駒澤大学 駒澤大 
電気通信大学 電通大 防衛大学 防衛大 創価大学 創価大 

工学院大学 工学院 東京電機大学 東電大 東京経済大学 東経大 

立正大学 立正大 洗足学園音楽大学 洗足音 東京国際大学 東国大 
帝京大学 帝京大 明星大学 明星大   

 

中部水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

名古屋大学 名古屋 名古屋工業大学 名工大 南山大学 南山大 

東海大学海洋 東海洋 名城大学 名城大 日本福祉大学 日福大 

東海女子大学 東海女 愛知大学 愛知大 静岡大学 静岡大 
名古屋学院大学 名古院 愛知学院大学 愛知学 愛知工業大学 愛工大 

愛知教育大学 愛知教 三重大学 三重大 信州大学医学部 信州医 

 

                                               



 

近畿北陸水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

立命館大学 立命館 京都産業大学 京産大 龍谷大学 龍谷大 

同志社大学 同志社 佛教大学 佛教大 金沢大学 金沢大 

滋賀大学経済学部 滋賀経 関西外国語大学 関外大 富山大学 富山大 

滋賀大学教育学部 滋賀教 京都大学 京都大 滋賀県立大学 滋県大 

京都薬科大学 京薬大 京都外国語大学 京外大 金沢工業大学 金工大 
富山医科薬科大学 富山医 京都府立医科大学 京府医 福井医科大学 福井医 

京都工芸繊維大学 京工繊 福井工業大学 福工大   

福井大学 福井大 滋賀医科大学 滋賀医   

 

関西水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

大阪大学 大阪大 大阪市立大学 大市大 大阪経済大学 大経大 

大阪府立大学 大府大 追手門学院大学 追手門 関西大学 関西大 

関西学院大学 関西学 近畿大学 近畿大 甲南大学 甲南大 
神戸大学 神戸大 兵庫県立大学 兵県大 和歌山大学 和歌山 

神戸大学医学部 神戸医 兵庫医科大学 兵庫医 大阪産業大学 大産大 

桃山学院大学 桃山学 神戸学院大学 神院大 帝塚山大学 帝塚山 

 

中国水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

岡山大学 岡山大 岡山理科大学 岡理大 広島大学 広島大 

近畿大学工学部 近大工 鳥取大学 鳥取大 広島工業大学 広工大 
広島修道大学 広修大 広島大学医学部 広大医 海上保安大学校 海保大 

山口大学 山口大 徳山大学 徳山大 水産大学校 水産大 

 

四国水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

徳島大学 徳島大 愛媛大学 愛媛大 松山大学 松山大 
香川大学 香川大 香川医科大学 香川医 高知大学 高知大 

高知医科大学 高知医     

 

九州水域 

大学名 略称 大学名 略称 大学名 略称 

福岡大学 福岡大 福経済大学 福経大 九州大学 九州大 

九州産業大学 九産大 九州芸術工科大学 九州芸 西南学院大学 西南学 

佐賀医科大学 佐賀医 佐賀大学 佐賀大 長崎総合科学大学 長総科 
大分大学 大分大 長崎大学 長崎大 熊本大学 熊本大 

宮崎大学 宮崎大 南九州大学 南九州 鹿屋体育大学 鹿屋体 

鹿児島大学 鹿児島 鹿児島経済大学 鹿児経 北九州市立大学 北九市 
鹿児島国際大学 鹿国際 別府大学 別府大 産業医科大学 産業医 

 

 ＊ 新たに加盟校が発生した場合は、都度、追加することとし、名称変更が生じた場合は、学連総会の決議を経て変更する。 

 ＊ 上記、略称は、平成20年7月29日に承認されたものである。 


