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工体連サッカー部 創部５０周年記念式典のお知らせ 

  開催日 ： ２０１４年１１月２２日（土） 

  開催概要： 紅白戦、記念式典および懇親パーティー 

  会場  ： 法政大学小金井キャンパス 

※ 詳細については、別途８月頃にご連絡いたします。 

 

平素より、サッカー部ＯＢ会活動にご支援を賜りまして誠に有難うございます。 

ＯＢ会幹事長を務めさせて頂いております友野雅之と申します。掲題の通り、今年我がサッ

カー部は創部５０周年を迎えます。３０周年、４０周年の際は吉祥寺のホテルにて式典を開催

致しましたが、今回は新校舎の完成を皆様にご覧頂きたく、式典は小金井キャンパスにて開催

いたします。当日は、シャワー室完備の人工芝グランドで“泥だらけにならない”サッカー、

新校舎の見学会など、様々な年代のＯＢ・ＯＧの方々が楽しめるよう検討しています。 

是非、同期の方々はもちろん、年次の近い先輩後輩をお誘いの上、ご参加頂けると幸いです。 

当日、一人でも多くの方々にお会い出来る事を楽しみにしております。 

 

ＯＢ会幹事長 友野雅之（1989年度卒） 
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工体連サッカー部ＯＢ会 会長挨拶 

 

ＯＢ、ＯＧの皆様いかがお過ごしでしょうか？ 

日頃より工体連サッカー部のＯＢ会活動並びに現役支援にご理解、ご協力いただき、誠にあり

がとうございます。 間も無くブラジルＷ杯が開催され、またまた時差との闘いはありますが、

日本代表の活躍が楽しみな今日この頃です。 

 

さて冒頭のお知らせの通り、今年、我がサッカー部は創部５０周年という大きな節目を迎えま

す。1964年東京オリンピックの年に産声を上げ、創部当初は大変なご苦労が有ったと大先輩から

伺っています。 そこから今日まで半世紀にも渡り途切れること無く活動できたことは、大変喜ば

しいことだと思いますし、各世代が毎年着実にその伝統を引継いだ賜物だと思います。 

 

この５０年の間、社会を取巻く環境、大学生のライフスタイルは大きく変わってきていますが、

その中でサッカーというスポーツで意気投合し汗をかき、同じ釜の飯を食べたという仲間との絆

は、何事にも代え難い財産だと思っているのは私だけでしょうか？そんな４年間お世話になった

サッカー部には今でも感謝の気持ちで一杯です。 

 

今秋の式典には多くの方に出席頂き、気持ちを学生時代に戻し想い出話に花を咲かせましょう。

そして、創部１００周年に向けて会員同士の絆を更に深め、より一層強固なサッカー部、ＯＢ会

としてステップアップ出来ればと思います。 

 

最後になりますが、当日は長いことサッカーから遠ざかっている方でも安心してボールを蹴れ

る様な企画を用意致しますので、是非式典前に人工芝の素晴らしいグランドにも足を運んで頂け

ればと思います。 

では当日皆様にお会いできることを楽しみにしています。 

 

 ＯＢ会長 伊藤 昇（1973年卒） 
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法政大学工学部体育連合会サッカー部 

２０１４年ＯＢ会報 

２０１４年０５月２０日 発行 

発行責任者 主務 福田 凌 

編集責任者 会計 林 大輔 

 

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 

 

２０１４年度 サッカー部年間予定 

月 予定 月 予定 月 予定 

４  ８  １２  

５ 稲穂フェスタ ９ 山中湖合宿 １  

６ 春季ＯＢ会 １０  ２ 新理工系リーグ 

７  １１ 新関東リーグ 

創部５０周年記念式典 

３ 卒業生送別会 

 

前年度 主将 挨拶 

～サッカー部主将を一年間務めて～ 

サッカー部主将 進藤 佑太郎 

私は、サッカーを始めて、15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

大役を務めさせていただきました。一昨年は、一つ上の先輩たちの人数が少なく、私達も先輩の

サポート役として回りつつ、活動してきましたが、惜しくも新関東フットボールリーグにて、一

部昇格という目標は達成できず、悔しい思いをしました。 

今年こそは、一部に昇格したいという強い気持ちを持ち、日々の練習に取り組み、新歓カップ

準優勝、旧理工系リーグ５連覇、新関東理工系リーグ優勝という功績を収める事ができ、新関東

フットボールリーグにおいても、ブロック優勝というところまで健闘したものの、入れ替え戦で

惜敗し、またもあと一歩のところで、一部昇格の機会を逃しました。チームメートの支えもあり、

主将としての一年間を乗り越える事ができましたが、一番の目標である「一部昇格」という高い

壁を乗り越える事ができず、悔しい思いでいっぱいです。 

昨年のチームも、決して皆が能力の高い選手ではなく、他チームに力では及ばない場面でも、私

達らしく、団結力を発揮し、戦ってきた事が今年度の結果に繋がったと思います。 

 また、昨年度の反省として、私の指導不足で、OBの方々や鷲尾監督に迷惑をかける事もありま
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した。今後、後輩たちには、先輩から受け継いだ上下関係や、OB会のマナー等、少しでも多くの

良き伝統を受け継いでいく事が、私達の課題だと思っております。 

 就職活動を終え、私はこの工体連サッカー部で経験してきた事が自分の力になっている事を実

感しました。来年度も幹部の学年の人数が少なく、苦労する点も多いと思いますが、組織の中で

自分ができる事を考え、自己犠牲をしてでも行動していく事ができれば、昨年度達成することが

できなかった、一部昇格を実現し、より良い成績を収める事ができると思いますし、後輩達にも

部活動での苦労を糧に、成長してほしいと思います。 

 最後に、私達を４年間、ご指導くださった監督、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、部員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。 

 

２０１３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 2勝 2敗 2分 4位/7チーム 

新関東理工系リーグ・秋季カップ戦 3勝 0敗 優勝 

関東理工系リーグ・秋季リーグ戦 6勝 0敗 1位/7チーム 

新関東リーグ・２部 A リーグ戦 7勝 0敗 1位/8チーム 

新関東リーグ・カップ戦 1勝１敗 ベスト 8 

法政カップ  6位/50チーム 

 

新年度 主将 挨拶 

平素より現役へのご支援を賜りありがとうございます。また、OB.OGの皆様におかれましては、

ご健勝のことと思います。今年度サッカー部主将を務めさせていただきます麻生大貴と申します。 

昨年度は一昨年も優勝することができたニッパツ関東理工系リーグ春季・秋季リーグともに優

勝、また新関東理工系リーグカップ戦において優勝、秋に行われた新関東フットボールリーグ二

部 A ブロックで優勝といった輝かしい成績を収めることができました。しかし入れ替え戦に敗れ

てしまい 1部昇格にあと一歩届きませんでした。 

今年度は最大の目標を新関東フットボールリーグ 1 部昇格に掲げ、その他、新関東理工系リー

グ・法政カップにおいて昨年度よりもいい成績を収めることを目標にこの一年間ひたむきに精進

していきたいと思います。 

今年度も新たに大勢の１年生が入部し、例年と比べかなり大人数での練習が続いております。

また、工体連に新たな団体が加わった影響により練習時間が昨年度よりも短くなってしまいまし

た。そのため練習中の移動時間を走る、次の練習がなにか確認しスムーズに次の練習に移行する

といった工夫をして、少しでも多く練習できるようみんなで徹底し練習に励んでおります。人数

は増えましたが昨年に引き続き全員サッカーを基本に、4年生～1年生までが同じチームというこ

とを強く意識して、日々の練習から取り組んでまいりたいと思います。 

また今季すでに 2 月に行われました新関東理工系リーグにおかれましては 3 位と納得のいくい

い成績を収めることができませんでした。しかし、試合を重ねるごとに互いにプレーの面で要求
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するようになり、連携の部分では大会前に比べ格段によくなりました。今は 5 月に控える新関東

フットボールリーグ カップ戦で東西線に出場することを目標に、日々取り組んでおります。開

幕までおよそ１か月、OB.OG の皆様にいい報告ができますよう努力してまいりますのでご指導ご

声援のほどよろしくお願い申し上げます。 

最後になりますが、お仕事がある中で毎週の練習に足を運んでくださる鷲尾監督をはじめ吉林

豊浩様・また OB.OG の皆様には先程も申し上げましたが今年度のチームのご指導ご鞭撻のほどよ

ろしくお願いいたします。 

２０１４年度 主将  麻生 大貴 

 

２０１４年度新幹部紹介 

役職 氏名 役割 

主将 麻生 大貴 チームの全責任を担う。 

副将 袴田 翔太 主将を補佐し、主将不在には、チームの全責任を

担う 

副将 大野 仁 主将を補佐し、主将不在には、チームの全責任を

担う 

主務 福田 凌 チームの企画・事務処理の全責任を担う 

会計 林 大輔 チームの会計処理の全責任を担う 

マネージャ 福田 妃紗 チームの環境面での支援責任を担う 

馬場 里佳 

中嶋 遥 

潮田 颯香 

白鳥 瞳 

日尾 明日香 

中村 夏菜子 

 

新社会人就職先／進学先 

２０１２年度役職 氏名 就職先／進学先 

主将 神崎 優大 東日本電信電話株式会社 

副将 鈴木 貴大 東テク株式会社 

主務 後藤 良平 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 

会計 石原 朋弥 株式会社リアルテック 

 

 



6 

 

サッカー部ＯＢ 各位 

ＯＢ会通信 

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） 

■２０１４年度主要活動予定 

 

◆ ２０１４年度ＯＢ総会 

2014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。多くの方のご出席をお待ちしています。 

しかしながら昨今のＯＢ会へご出席いただける方々は固定してしまっているのが現状です。ひ

とりでも多くのＯＢ・ＯＧの方々がご出席いただけるようなＯＢ会運営を、役員会でも心掛けて

おりますが、運営方法等の改善に頭を悩ませています。冒頭にありますように、創部 50周年を迎

えます。これを機に、是非皆様方のご意見、ご指導をいただきたく思っております。 

 

※一昨年度ＯＢ総会の決定事項 

サッカー部ならびに、サッカー部ＯＢ会の発展のためにもご協力お願いいたします。 

ＯＢ会費納入について、自動銀行振り込みを導入する。（申請者募集中） 

ＯＢ名簿の連絡先不明者の住所、e-mailなどを調査。創部 50周年に向け、OB名簿を整

備しなおす（調査中）。e-mail、電話等での情報収集に、ご協力をお願いいたします。 

【連絡先】幹事：藤田明広 akihiro.fujita@toppan.co.jp 

 

◆ ２０１４年度ＯＢ会 活動予定 

6 月、11 月のＯＢ会、ならびに、50 周年式典では、小金井キャンパス緑町のグランドでゲーム

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。すでに小金井キャンパス再開発の

工事も終えております。シャワー室完備の人工芝グランド、新しく生まれ変わった小金井キャン

パスに、是非お越しください。 

6月中旬 ： 夏季ＯＢ会、ＯＢ総会 場所：小金井キャンパス 

9月初旬 ： 山中湖合宿   場所：山中湖 政功苑（予定） 

11月 22日 ： 創部 50周年式典  場所：小金井キャンパス 

3月     ： 卒業生送迎会  場所：小金井キャンパス 

4、6、8、10月： 50周年関連の会議（隔月で実施中） 場所：東小金井駅周辺 

 

mailto:akihiro.fujita@toppan.co.jp
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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シニアチームの事務局を担当しています。吉林です。 

 ＯＢシニアチーム(TECH FC)は、小金井市シニアリーグに所属しています。 活動シーズンは、

９月-３月で、カップ戦とリーグ戦の公式戦に参加しサッカーを楽しんでおります。 

 平成２１年度までは、５年間リーグ戦優勝、平成２４年度優勝と輝かしい成績を残しておりま

す。平成２５年度のシニアリーグは、2 勝 2 敗 1 分の 5 位と低迷しております。しかし、参加し

て頂いているＯＢの方々は、勝敗にこだわらず懐かしい仲間と学生時代のプレーを思い出しなが

らサッカーを楽しんでいます。 

 本記事を読んで、またサッカーを楽しみたいＯＢの方がいらっしゃいましたら、ぜひ吉林まで

ご一報を。ご連絡をお待ちしております。 

 

【連絡先】 

  ＯＢシニアチーム幹事 吉林豊浩： pooman678@agate.plala.or.jp 
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２０１３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・ＯＧの皆様よりお預かり

頂いております会費の２０１３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、毎年の振込作業をして頂かなくとも良いというメリットも御座います

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。 

 残念なお知らせが御座います。今年度も、単年度収支が△５４，２０１円（昨年度△４５，９

９５円）が赤字となり、これで３期連続の赤字となりました。このままでは、現役支援をはじめ、

皆様への会報、ＯＢ会連絡なども出来なくなってしまいます。この伝統あるサッカー部のＯＢ・

ＯＧ会を引き続き継続させていく為にも、会費３，５００円のご協力を重ねてお願い申し上げま

す。 

敬具 

会計報告  

日付 費目 収入 支出 収支
2012年度 前期繰越 ¥129,657 ¥129,657
2013年度 ＯＢ会費の納入 ¥73,000 ¥202,657

2013年04月01日 2013年度ＯＢ会報　切手代 ¥50,996 ¥151,661
2013年04月01日 2013年度ＯＢ会報　コピー代 ¥4,000 ¥147,661
2013年04月01日 2013年度ＯＢ会報　封書代 ¥1,785 ¥145,876
2013年05月08日 自動引落依頼書書留特定郵便 ¥390 ¥145,486
2013年06月08日 山中湖合宿　スポーツ保険 ¥7,000 ¥138,486
2013年06月27日 口座振替手数料 ¥8,610 ¥129,876
2013年09月14日 山中湖合宿　スポーツ保険 ¥7,000 ¥122,876
2014年12月14日 冬季ＯＢ会　スポーツ保険 ¥7,000 ¥115,876
2014年03月04日 法政大学工体連ＯＢ会費　年会費 ¥20,000 ¥95,876
2014年03月04日 法政大学工体連ＯＢ会会報費 ¥20,000 ¥75,876
2014年03月04日 法政大学工体連ＯＢ会費　振込手数料 ¥420 ¥75,456

2013年度　単年度収支 ¥73,000 ¥127,201 ¥-54,201  

 

会費納入報告 

納付年度 氏名（敬称略） 納付額 納付年度 氏名（敬称略） 納付額
2013年度 森 英明 ¥3,500 2013年度 今井 敏夫 ¥3,500

対尾 裕 ¥3,500 高橋 孝志 ¥3,500
小菅 修一 ¥3,500 木村 道子 （野町） ¥3,500
吉田 勝男 ¥3,500 谷本 宏昭 ¥3,500
伊藤 昇 ¥3,500 吉林 豊浩 ¥3,500
本井 茂樹 ¥3,500 友野 雅之 ¥3,500
渡辺 寛 ¥3,500 金田 聡史 ¥3,500
鷲尾 正孝 ¥3,500 藤田 明広 ¥3,500
中村 登 ¥10,000 青木　悠一郎 ¥3,500
小笠原 博 ¥3,500  

注）記入漏れがございましたら、金田宛にご連絡下さい。 
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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、６

月２７日の引き落としを予定しております。 

残念ながら昨年は、３名の方の引落不能がございました。引き落とし処理を行うと、手数料が

発生してしまいます。同封の会員情報資料の返送がない場合には、今年度のみ自動引落を停止す

るというルールにさせて頂きます（おそらく、会員の皆様にとりましても毎年確認するルールの

方が宜しいのではないかと考えた次第です）。お手数ですが、宜しくお願い致します。 

 

 

＜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” 

年会費振込先は、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 

 本年度は、創部５０周年の記念すべき年に近づいております。多くの皆様にご参加頂く為にも、

ＯＢ名簿の維持管理が急務となっております。つきましては、次ページの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】幹事長： 友野雅之 ： m.tomono@ag.sompo-japan.co.jp 

幹事：  藤田明広 ： akihiro.fujita@toppan.co.jp 

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

 

 ご連絡頂きたい情報は、以下の通りです。一部の情報でもご連絡頂けると助かります。 

  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 ※敬称略 

2014年3月3日現在の情報を元に作成しています
氏名 氏名 氏名 氏名
大綱 祐治 林 幸子 熊井 大哲 加藤　光敏
長谷川 有信 矢代 修 本城 賢嗣 玉野井　智洋
横田 誠 松永 浩行 有賀 雅彦 大瀧　雅也
佐保田 直之 今岡 宏徳 福島 浩二 横田　博之
白石 育哉 多和田 聡 山内 博明 柳田　祥悟
品川 博之 渡井 哲 岡本 潤 小川　博吉
小笠原 徹 春日 英行 藤巻 博志 土屋　友明
尾形 喜隆 杉田 猛 早川 慶太 水口　正軌
横井 輝彦 吉岡 智文 山田 真 加藤　貴
高城 悟郎 川口 大輔 神永 和洋 前田　耕作
比田井 猛久 上田 悦史 斉藤 隆一 赤津　智史
稲垣 雅道 池田 明子 静 隆三郎 十河　智昭
佐々木 伸治 村田 理 渋沢 裕介 河田　俊
大橋 章康 宮坂 竜太 堀井 茜 西境　亮祐
渡辺 毅 工藤 大介 今川 喬 大上　寛之
丹治 永 松下 真哉 岩井 卓也 神谷　和彦
片岡 啓 北川 孝広 伊藤 明博 和高　徹
松田 憲 川合 勝利 成松 史章 宇佐美 徹
中村 幸一 小久保 芳行 氏家　康博 遠藤 友貴彦
杉山 由金 小林 高広 中山 知子 川北 裕一郎
野口 和彦 荻野 雄一 小池 亮平 近藤　泰史
油免 憲雄 高橋 昌寛 山崎　信也 佐藤　聡美
水島 利明 今井 隆 岡 将太 佐藤　紘子
石川 剛 清木 新悟 恩田 雄介 荒巻 太郎
杉浦 千博 溝上 隆弘 前田 康隆 佐々木 悠馬
桜井 修 清水 在三智 樋口 智子 西塚　智広  

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

