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法政大学工学部体育連合会サッカー部 
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発行責任者 主務 高橋 直之 

編集責任者 会計 小林 智和 

 

拝啓 

 新緑がまぶしい季節になりました。いかがお過ごしでしょうか。私達現役は、いつも通り部活動に励んでおり

ます。また、大変な時期にも関わらず、OB,OGの皆さまからのいつも変らぬ温かいご支援、誠にありがとうござ

います。本会報が、我々現役と OB,OGの方々との交流、また、OB,OG同志の交流がより深くなることを祈ってお

ります。 

敬具 

 

２０１５年度 サッカー部年間予定 

月 予定 月 予定 月 予定 

４ 新入生歓迎会 ８  １２ 秋季 OB会 

５ 稲穂フェスタ ９ 山中湖合宿、法政カップ １  

６ 春季 OB会、新歓合宿 １０  ２ 新理工系リーグ（通年） 

７  １１ 新関東リーグ ３ 卒業生送別会 

 

2014年度 主将 挨拶   

～サッカー部主将を一年間務めて～ 

 

私はサッカーを始めて 17年目となりましたが、この工体連サッカー部で初めて主将という役職を務めさせて

いただきました。一昨年のチームは 3.4年生中心に高い連携とチームワークでいい成績を残すことができました。

しかし新関東フットボールリーグ 1部昇格にあと一歩届かず私たち後輩も悔しい思いをしました。 

私たちの代は 5人しかおらずチームをうまく引っ張っていけるのか当初は不安でいっぱいでしたが、今年こそ絶

対に 1部に昇格するという強い気持ちをしっかり持っていたことを今でも覚えています。昨年度の経験から「個

人の力で劣る相手にも勝てるチームにならなければ 1部昇格はできない」と話し合い、しっかりパスを回すチー

ム作りを開始しました。それに伴い練習メニューも戦術に合わせ変更し、試行錯誤しながら日々の練習に取り組

んでいきました。 

しかし実際の大会では結果を残すことはできず悔しい思いを何度もしました。新関東理工系リーグ・カップ戦、

また新関東フットボールリーグ・カップ戦において初戦敗退、法政カップベスト 8、新関東フットボールリーグ

4位など、目標にしていた結果にはほど遠いものでした。それでも新勧カップで優勝したことや、私たちの代最

後の試合で一致団結し勝利を手に入れることができたのは本当にいい思い出です。 

主将を務めた一年間を振り返って最も感じることは、自分が本当に恵まれた環境にいたということでした。毎回

の練習に足を運んでくれる監督、どんな時もそばで支えてくれた同期や仲間たち、そして OBの方々のサポート

など、今まで当たり前のようにしていたサッカー部での活動はそんな私たちの周りの人からのサポートがなけれ

ばできないものであると主将という立場になって改めて実感しました。また私たちの代で創部 50周年式典をや

らせてもらい OBの方と接する機会も多く様々なことを学ばせてもらいました。 

今年のチームには昨年度試合に出ていた選手が多くいます。なので、昨年度の経験を生かし、今年こそ新関東

フットボールリーグ 1部昇格を果たせると信じています。 
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最後に、私たちを今まで指導してくださった監督、全面的にサポートしてくださった OBの方々、私について

きてくれた同期、先輩、後輩、マネージャーに感謝したいと思います。本当にありがとうございました。 

 

サッカー部主将 麻生 大貴 

 

 

２０１４年度の戦績 

大会名 戦績 順位／参加チーム総数 

新関東理工系リーグ・春季リーグ戦 ３勝３敗 ３位/７チーム 

新関東理工系リーグ・秋季カップ戦 ０勝１敗 一回戦敗退 

新関東リーグ・２部 Bリーグ戦 ３勝３敗１分 ４位/８チーム 

法政カップ（決勝トーナメント） １勝１敗 一回戦敗退（５位/１２チーム） 

 

2015年度 主将 挨拶 

～新年度主将を務めるにあたって～ 

 

平素より現役へのご支援を賜り有難うございます。また、OB、OGの皆様におかれましては、御健闘のことと思

います。今年度、主将を務めさせていただきます吾妻憲と申します。 

昨年度は、6月に行われました新入生歓迎杯において優勝、新関東理工系リーグ春期リーグ戦 3位という成績

を残しました。今年度は新関東フットボールリーグ 1部昇格、法政カップ優勝、新関東理工系リーグでは昨年度

以上の成績を収めることを目標にこの 1年間活動していきたいと思います。今年度も新たに大勢の新入生が入部

し、例年よりかなりの大人数での練習を行っております。また、昨年度と同じく非常に短時間の練習の中で全員

が常に意識して質を高めるよう練習に励んでおります。部員数が格段に増えた中でも昨年度に引き続き全員サッ

カーをテーマに、部員全員が同じ目標を目指して日々の練習から取り組んでまいりたいと思います。 

また、今季はすでに昨年新チーム結成直後に行われました fall's cup にて準優勝という成績を残すことがで

きました。しかし、現在行われております新関東理工系リーグでは 1勝 2敗と苦戦を強いられております。試合

を重ねていく毎に互いの共通理解を深め、徐々にではありますが自分達のサッカーを確立させる段階にきており

ます。現在は春から始まる新関東フットボールリーグ リーグ戦で東西戦出場を目標にチーム一丸となって努力

してまいります。 

最後に、お仕事のお忙しい中、毎度の練習や試合に足を運んでくださる鷲尾監督には、今年度も問題の多い選

手ばかりですが最後までご指導のほどよろしくお願い致します。そして、吉林豊浩様をはじめとします OB、OG

の皆様、お忙しいとは思いますが今年度のチームのご指導、ご声援のほどよろしくお願い致します。 

 

サッカー部主将 吾妻 憲 
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２０１５年度新幹部紹介 

役職 氏名 役割 

主将 吾妻 憲 チームの全責任を担う。 

副将 天野 隼人 主将を補佐し主将不在には、チームの全責任を担う。 

副将 堀 有樹 主将を補佐し主将不在には、チームの全責任を担う。 

主務 高橋 直之 チームの企画・事務処理の全責任を担う。 

会計 小林 智和 チームの会計処理の全責任を担う。 

副務 岸本 甫 主務を補佐し、主務不在には、その全責任を担う。 

会計補佐 茂木 久朋 会計を補佐し、会計不在には、その全責任を担う。 

トレーニングリーダー 寺澤 亮太 整理体操を担う。 

 渡辺 大智  

理工系 江渡 凌介 理工系による大会運営、事務処理の全責任を担う。 

 杉山 和哉  

マネージャー 白鳥 瞳 チームの環境面での支援責任を担う。 

 田村 瞭奈  

 

新社会人就職先／進学先 

現役時代役職 氏名 就職先／進学先 

主将 進藤 佑太郎 TIS株式会社 

副将 石橋 直樹 サカタのタネ株式会社 

副将 沼田 悠祐 キャノンマーケティングジャパン株式会社 

主務 早乙女 輝 茨城県庁 

会計 渡橋 悠馬 トヨタ自動車株式会社 

副務 磯崎 正志 アズビル株式会社 

会計補佐 鈴木 裕也 富士通エフ・アイ・ピー株式会社 

トレーニングリーダー 谷中 亮太 オープンハウス株式会社 

トレーニングリーダー 大野 悠  
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サッカー部ＯＢ 各位 

ＯＢ会通信 

 

■ＯＢ会長挨拶 

サッカー部ＯＢ会会長 伊藤 昇（1973年度卒） 

新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申

し上げます。OB、OGの皆様お変りございませんか。 

   私達は昨年 11月に多くの OB、OGまた工体連各部、学校からのご来賓の方々出席のもと創部 50周年を盛

大に祝う事が出来ました。改めましてサッカー部の歴史と絆を実感すると共に OB会と現役部員がひとつとな

り挙行できた事は大変素晴らしい事だと思います。これも一年程前より準備に携われた役員並びに現役諸君の

『一人一役、全員主役』の気持を持って活動して頂いた賜物でありただただ感謝しております。 

   工体連各部はほぼ同時期に創部 50周年を迎えております。その中で盛大に開催できたことは工体連の一員

としての役割を果たすと共に工体連の更なる発展に寄与できたものと自負しています。 

   当日の総会でもご報告させていただきましたが OB会は財政面をはじめいくつかの課題を抱えています。役

員一同この大きな節目を機にまた新たな気持ちで課題解決に取り組んで行こうと思っていますのでこれから

も皆様のご理解とご協力をお願い致します。 

    OB会は春と秋に定期的に開催しています。今後更に飛躍する為にも一人でも多くの方の参加が必要です。

人工芝のグランドでボールを蹴り、OB同士の懇親そして現役部員に対して激励、ご指導頂ければ幸いですの

でご参加宜しくお願い致します。 

 

■工体連サッカー部創部５０周年記念式典 開催報告 （幹事 藤田明広） 

 平成 26年 11月 22日に開催いたしました、多くの OB・OGの方々にご参加いただき、深く感謝いたします。 

参加者数： 166名 （OB/OG 110名（記念試合のみ参加含む）、現役 45名、招待者 11名） 

式典収支： 収入： 165万 9,500円（会費 130万 9千円、ご祝儀 10万円、OB寄付金 25万 500円） 

      支出： 121万 4,394円（式典費用及び雑費等） 

   残金：  44万 5,106円 

OB 会費： 7万 4,500円 

      ※OB会費としてお支払いただいた方は全額 OB会費、また、式典会費を多くお支払いた 

だいた方は、1万円を超え 3,500円を OB会費、残りをご祝儀として、計算しています。 

  ※寄付者、および、高額 OB会費支払者（敬称略） 

   寄付： 森英明 10万円、星宮実 6,500円、45年卒一同 1万円、当日出席者有志 13万 4,000円 

   会費： 山内一資 2万円、白石育哉 1万円 

 

◆式典当日の写真、サッカー部の歴史スライドショー（末永氏作成）のデータの入手方法について 

・写真は以下の URLにて閲覧/ダウンロードできます。2つのカメラ分です。 ※長い URLですがご了承ください。 

① https://onedrive.live.com/?cid=fb45a32dbdeda2fd&id=FB45A32DBDEDA2FD%211618&ithint=fo

lder,JPG&authkey=!AJNQ86ukrz3G7zo 

② https://onedrive.live.com/?cid=20f3c3c65a27d8f9&id=20F3C3C65A27D8F9%21106&ithint=folde

r,JPG&authkey=!AGovOh9ucfk7bPA 

・スライドショーデータを入手したい方は、以下のいずれかの方法にてお受け取りください。 

① 参加者に配布しておりますので、式典参加者に依頼し、コピーする 

② 藤田までメールにてご連絡ください。インターネットのファイル共有サービスにてお渡しします。 
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創部５０周年式典を終えて 

50周年記念式典実行委員長 友野雅之 

（サッカー部 OB会幹事長、1989年度卒） 

 

創部５０周年記念式典の開催は、問題が山積であり、実行委員長を拝命頂きましたが、この重責を全うで

きるのか不安ばかりでした。 

近年のサッカー部 OB会の問題点として、OB会行事への参加者の減少・固定化と OB会費の財政難が挙

げられます。このような状況下で『一人でも多くの皆さんにご参加頂き、そして喜んで頂く』、『黒字確保』

という式典を開催するため、その準備委員会は約１年半前に立ち上げ、会議を繰り返しました。さらには創

部に携わった森先輩に当時のお話しを伺うなどの定期的に実行委員会の活動を繰り返しました。また、その

会議には現役部員から３年生・４年生の代表者２名にも参加をして貰いました。この現役が当日含めた直前

準備に大変役立ってくれました。（式典当日の大会最終戦は予想外でしたが．．．） 

最大の課題である参加者集めには、案内状送付だけでは無く、SNS を活用した告知や基本的な電話連絡

等に奔走しました。実行委員長である私としては、一人でも多くの方にご参加頂こうと『２０年以上もお会

いしていない先輩』や『遠方にお住まいの先輩』、さらには『名簿のお名前を見ても解らない（面識の無い）

方』に電話にてご参加をお願いしたりもしました。また元部長先生にご案内状をお出ししたところ、９０歳

を超えており、決して自由とは言えないであろうお身体で、返信用はがきにビッシリとコメントを頂いた事

に感激もしました。 

そして当日、『無理に参加をお願いした先輩から“誘ってくれてありがとう！”』との言葉を頂き握手をし

た際、１年半の苦労と不安を忘れてしまいました。 

当日ご参加頂いた OBの方、また今回ご参加を頂けなかった OBの方、きっと喜んで頂けると思いますの

で、今後は定期的な OB会活動の際にもお声掛けさせて頂きます。 

最後になりましたが、実行委員はじめ当日様々な役回りを担ってくれた現役部員、そして式典にご参加頂

いた全ての方に御礼申し上げます。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記念ゲーム 功労者表彰 

OB と現役 全参加者 
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■２０１５年度主要活動予定 

ＯＢ会幹事長 友野 雅之（1989年度卒） 

ＯＢ会幹事 藤田 明広（1995年度卒） 

◆ ２０１５年度ＯＢ総会 議題案 

例年同様、2015年6月のＯＢ会（詳細日程は1ヶ月前に現役より通知いたします）の際に、ＯＢ総会を小金井

キャンパスにて開催いたします。50周年式典時の総会にてお伝えしたように、今後に向けての課題が多くあり

ますので、より多くの方のご出席、ご意見をお待ちしています。 

また、昨年ＯＢの連絡先を調査いたしましたが、まだまだ名簿上に連絡先不明者が多くいます。OB会の連絡

に対する返信時等にご連絡いただけると幸いです。 

【OB総会議題 案】 

１．サッカー部 部旗の新調について検討 

   現在、部旗の汚れ／ポールの破損／台座の破損が見られます。また、「工学部体育連合会」から「工体連」 

に正式に名称が変更されております。予定価格は、20万円前後となります。 

 ２．４年生の役割として、現役部員と OB会を繋ぐための施策を検討 

 ３．その他 

 

◆ ２０１５年度ＯＢ会 活動予定 

6月、12月のＯＢ会では、小金井キャンパス緑町の人工芝グランドでゲームを実施し、新校舎東館の食堂に

て懇親会を予定しております。また、夏季合宿では土曜日にOB・現役とゲームを行い、夜に宴会を実施してお

ります。是非、ご参加していただけますよう、よろしくお願いいたします。 

 

・日程 

6月中旬 ： 春季ＯＢ会、ＯＢ総会 （場所：小金井キャンパス） 

9月初旬 ： 夏季合宿 （場所：山中湖政功苑（予定））  ※合宿日程は変わる可能性があります。 

12月中旬： 秋季ＯＢ会 （場所：小金井キャンパス） 

12月中旬： 法政大学工体連 創立50周年記念式典  

3月下旬 ： 卒業生送迎会 （場所：小金井キャンパス） 

 ・練習/大会、監督会等への参加 

鷲尾正孝 監督、吉林豊浩 コーチ 

 ・その他 

   工体連ＯＢ会理事会： 細淵祐二 理事 （月１回開催） 

   シニアチームの小金井市リーグ参加 （次ページ参照） 

 

【OB会活動に関するお問合せ先】 

  OB 会幹事長 友野雅之： m-tomono@soi.co.jp 

  OB 会幹事   藤田明広： fjak422+hosei@gmail.com 
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■ＯＢ会シニアチームの紹介 

ＯＢシニアチーム幹事 吉林（1985年度卒） 

 

ＯＢシニアチーム(TECH FC)は、OB 会発足 50 周年の本年度小金井ニアリーグの優勝をめざしておりました

が、今シーズンは、見事一勝もできず７戦全敗最下位とリーグ参戦以来最低の成績となりました。 

これも参加の高齢化、固定化による参加数の減少と幹事のメンバー募集の努力のなさによるところが大きく

反省のする次第です。しかし新年度を迎え、新たなメンバー、若い方(と言っても４０代ですが)の参加もあり、

今シーズンこそは巻き返しを図りたいと考えています。 

そこでＯＢ会 51年目新たなスタートとして、さらなるメンバーの募集を行います。 

50 周年記念のフィールドで汗をかく楽しさを思い出した方、懐かしのメンバーと一緒にサッカーを楽しみ

たい方がいらっしゃいましたら是非ご一報をお願いします。ご連絡をお待ちしております。 

（活動の詳細、近況等については、下記 URLをアクセスしてみてください。） 

 

※ＯＢ会シニアチームについて 

法政工学部サッカー部ＯＢを中心として、小金井市で活動するシニアチーム。40 歳以上の方が参加可能

となっておりますので、是非ご参加ください。詳しい活動内容、参加資格については、以下連絡先までお問

い合わせください。 

 

【連絡先】吉林豊浩 Mail:pooman678@agate.plala.or.jp 

          URL:www.techfc64.com 

 

今シーズンの成績 
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２０１４年度会計報告 

会計監査 吉林 豊浩、 武藤 嘉美 

会計 金田 聡史、 本城 賢嗣 

拝啓 

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。この度は、ＯＢの皆様よりお預かり頂いております会費の

２０１４年度会計報告をさせて頂きます。本年度も自動振替について募集を継続しておりますので、是非とも同

封の書類にてお申し込みを宜しくお願い致します。 

昨年度は、創部５０周年という節目もあってＯＢの皆様より多大なご支援を賜わり、有難う御座いました。単

年度収支につきましても、６３６，２１２円（一昨年度△５４，２０１円）ですので、大幅な改善となりました。

しかしながら、創部のイベントに頼った運営では、永続的な現役への支援ならびにＯＢ会の継続が困難となりま

す。 

この伝統あるサッカー部のＯＢ会を引き続き継続させていく為にも、会費３，５００円のご協力を、引き続き

お願い申し上げます。 

敬具 

会計報告  

日付 費目 収入 支出 収支
2013年度 前期繰越 ¥75,456 ¥75,456
2013年度 前年度OB会費の記載漏れ ¥31,000 ¥106,456
2014年度 今年度OB会費の納入 ¥260,000 ¥366,456

2014年06月27日 口座振替手数料 ¥8,591 ¥357,865
2014年05月17日 OB会報郵送料一式 ¥45,052 ¥312,813
2014年06月07日 春季OB会　スポーツ保険 ¥7,000 ¥305,813
2014年08月27日 口座振替手数料 ¥8,251 ¥297,562
2014年12月12日 サッカー部創部５０周年の収支 1659500 ¥1,214,394 ¥742,668
2015年03月21日 法政大学工体連ＯＢ会費　年会費 ¥20,216 ¥722,452
2015年03月21日 送別会　スポーツ保険 ¥7,216 ¥715,236

2014年度　単年度収支(創部50周年含む） ¥1,919,500 ¥1,310,720 ¥608,780

2014年度　単年度収支(創部50周年除く） ¥260,000 ¥76,110 ¥183,890  
 

会費納入報告 

 

注）記入漏れがございましたら、金田宛にご連絡下さい。 

納付年度 氏名（敬称略） 納付額
昨年度 坂本 誠 ¥10,000
会報記載 関根 正道 ¥3,500
漏れ 初田 恵 ¥3,500

藤村 幸生 ¥3,500
鹿山 雅彦 ¥3,500
小玉 智 ¥3,500
石倉 賢一 ¥3,500

納付年度 氏名（敬称略） 納付額 納付年度 氏名（敬称略） 納付額
2014年度 森 英明 ¥3,500 2014年度 板野　恵二 ¥3,000

白石 育哉 ¥10,000 鷲尾 正孝 ¥3,500
坂本 誠 ¥10,000 藤村 幸生 ¥3,500
対尾 裕 ¥3,500 原田 鋭博 ¥13,000
小菅 修一 ¥3,500 今井 敏夫 ¥3,500
吉田 勝男 ¥3,500 斎藤 均 ¥3,500
古川 博美 ¥7,000 宮内 弘 ¥3,500
関根 正道 ¥3,500 高橋 孝志 ¥3,500
伊藤 昇 ¥3,500 山内 一資 ¥62,000
本井 茂樹 ¥3,500 木村 道子 （野町） ¥3,500
小坂井 佳雄 ¥3,500 谷本 宏昭 ¥3,500
初田 恵 ¥3,000 小玉 智 ¥3,500
渡辺 政男 ¥36,000 伊佐木 治 ¥3,500
前田 雄二 ¥3,500 星宮 実 ¥3,500
若尾 敏之 ¥3,000 細淵 祐二 ¥3,500
亀山 修司 ¥3,000 吉林 豊浩 ¥3,500
久保田 哲 ¥3,000 萩原 竜也 ¥10,000
渡辺 寛 ¥3,500 金田 聡史 ¥3,500
神山 繁夫 ¥3,000 藤田 明広 ¥3,500
田中 彰彦 ¥3,000 近藤 仁志 ¥3,500
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ＯＢ会費の納入について 

＜自動引落の皆様へ＞ 

以下の皆様より自動引落のお申し込みを頂いております。勝手な引き落としとならない様、皆様のご意思を確

認する為に、同封の会員情報資料に自動引落依頼の欄を設けました。今年は、８月２７日（例年より２ヶ月遅ら

せています）の引き落としを予定しております。 

お手数ではありますが、６月１０日までに同封の返信用封筒にて、ご連絡頂いた方を対象に自動引落とさせて

頂きます。それ以降のお申し込みの方につきましては、原則、次年度からの自動振替として処理させて頂きます。

これは、５名程度の自動引落を実行しますと、手数料との負担が大きく、皆様の善意をムダにしてしまう為の処

置となります。 

 

＜お振込みの皆様へ＞ 

会計帳簿への記帳の折に間違えない様に、お振込人名を以下の様にして下さい。 

“フルネーム＋卒業年（西暦４ケタ表記）”または“フルネーム” 

年会費のお振込は、以下の所へお願い致します。 

東京三菱銀行 吉祥寺支店（２２０） 口座番号 １６７４６６４ 

法政大学工体連サッカー部 OB会  代表者 金田 聡史 

 

会計連絡先 

法政大学工体連サッカー部ＯＢ会会計 金田 聡史 

E-Mail UGI82059@yahoo.co.jp 

 

mailto:UGI82059@yahoo.co.jp
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会員の住所不明について 

以下のＯＢの皆様には、郵送連絡ができない状況となっております。お手数ですが、会員相互でご連絡が繋が

っていれば、以下の連絡先に対して情報をお寄せ頂きたく、宜しくお願い致します。お寄せ頂いた情報は、会員

相互および会員と現役との交流、ＯＢ会報、ＯＢ会開催連絡など、本ＯＢ会の活動に関連する事項についてのみ

利用させて頂きます。 

【連絡先】 

会計：  金田聡史 ： t-kaneda@sk2.so-net.ne.jp 

【ご連絡内容】 

  ご卒業年度、ご氏名、出身学科、現役時代の役職、郵便番号、ご住所、お電話番号、 

Ｅ－Ｍａｉｌ、ご勤務先、ご勤務先電話番号 

 

住所不明会員リスト(2015年 2月 17日の情報を元にしております) ※敬称略 

 

mailto:t-kaneda@sk2.so-net.ne.jp

