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法政大学工学部体育連合会サッカー部 

２０１７年度ＯＢ会報 

２０１７年４月吉日 発行 

発行責任者 主務 畠田 幹太 

編集責任者 副主務 鎌田 凌平 

 

拝啓 

 春風の心地よい季節になりましたが、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 

 

 

２０１７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 マガジン杯、新理工カップ １２ 秋季ＯＢ会 

５ 稲穂フェスタ、新関東カップ ９ 夏季ＯＢ会、法政カップ １  

６ 春季ＯＢ会、新歓合宿 １０  ２ 新理工リーグ 

７  １１ 新関東リーグ ３ 追いコン 

 

 

２０１７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思いま

す。今年度、主将を務めさせていただきます野呂匠希と申します。 

昨年度は、法政カップでは３位ながらも２位チームの出場辞退により繰り上がりで各大学の代表チームが参

加するアットホームカップに出場することができました。しかし、アットホームカップ本戦ではグループリー

グで敗退。そのほかの主要大会でも思うような結果が残せず何度も悔しい思いをしました。この気持ち、先輩

たちの思いを胸に今年度は、新関東フットボールリーグ 1部昇格、アットホームカップ出場を目標にこの 1年

間を活動していこうと思います。今年のチームは昨年に比べると、人数も少なく、小柄で、突出してうまい選

手もおらず、かなり劣る部分も多いです。２月から始まった新関東理工系リーグでは、人数がぎりぎり、１試

合を残して未だに１勝、ほとんどの試合で複数失点と厳しい戦いが続いています。しかしながら、徐々に良く

なっている感じは少なからずあります。今年のチームは例年以上にフィジカルやアジリティのトレーニングを

積極的に行っているので、それが報われることを目指して地道にトレーニングしていきたいと思います。また、

小柄ながらパスをつなげる選手は多いのでもっと高めて質の高いパスサッカーを武器に多くの大会で結果を残

せるように頑張ります。最後になりましたが、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、来年度も私も含め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いたしま

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来年度のチームのご指導、

ご声援のほどよろしくお願いいたします。 

サッカー部主将 野呂 匠希 
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２０１７年度新幹部紹介 

役職 氏名 役割 

主将 野呂 匠希 チームの全責任を担う。 

副将 石井 一矢 主将を補佐し主将不在には、チームの全責任を担う。 

副将 

理工系係 

坂口 羽翼 主将を補佐し主将不在には、チームの全責任を担う。 

理工系による大会運営、事務処理の全責任を担う。 

主務 畠田 幹太 チームの企画・事務処理の全責任を担う。 

工体連係 

副主務 

鎌田 凌平 チームの環境面での支援責任を担う。 

主務を補佐し、主務不在には、その全責任を担う。 

理工系係 阿部 貴大 理工系による大会運営、事務処理の全責任を担う。 

会計 當麻 彦樹 チームの会計処理の全責任を担う。 

マネージャー 櫻田 彩佳 チームの環境面での支援責任を担う。 

 

 

２０１７年度 主将 挨拶 

～主将を 1年間務めて～ 

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、ご健闘のことと

思います。昨年度、主将を務めさせていただきました高橋潤平と申します。 

昨年度は Guam Championship in鹿島において予選全勝でベスト 8、5月に行われた稲穂フェスタでもベス

ト 8、新関東カップではベスト 16と新チーム結成当初の連敗を払拭するような安定した成績を残すことが出来

ました。そして目標としていた法政カップは惜しくも 3位という形になってしまいましたが、創部 50年の中で

初めて法政大学代表の権利を獲得し各大学の代表のみで争われるアットホームカップに初出場を果たしました。 

新関東リーグでは 4勝 1敗 2分で 3位となり、あと一歩のところで 1部昇格は叶いませんでしたが、ここでの

悔しい思いは後輩たちに受け継がれたことと思います。 

昨年度は新歓に特に力を入れることでチームの規模も大きくなり 1 年を通して活気があり周りからもうらや

ましがられるようなチームとなりました。練習後には体幹トレーニングを行ったり、OB,OG の皆様の支援を受

けマガジン杯など例年よりも多く合宿を行うことができサッカー面でも充実した活動を行うことが出来ました。

これからもわかるとおり昨年度は新しいことに多くチャレンジしてきました。これも幹部を中心にチームの皆

が工体連サッカー部のために考え行動した結果だと思います。すべてうまくいったとは思いません、至らなか

ったことも多々ありました。それでもついてきてくれた同期、後輩には感謝しています。これからも後輩たち

は様々なチャレンジをしていくと思います。 

お仕事の忙しい中、毎度の練習や試合に足を運んでくださる鷲尾監督、吉林コーチをはじめとします多くの

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 高橋 潤平 
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２０１６年度の戦績 

大会名 結果、成績 

新関東理工系リーグ・春季リーグ １０位/１１チーム（２勝１分７敗） 

新関東理工系リーグ・秋季カップ戦 一回戦敗退 

新関東フットボールリーグ・２部 Bリーグ戦 ３位/８チーム（４勝２分１敗） 

新関東フットボールリーグ・カップ戦 ベスト１６/３４チーム 

法政カップ ３位（繰り上げでアットホームカップ出場権獲得） 

アットホームカップ グループリーグ敗退 

サッカーマガジン杯オープン大会 Aチーム ４９位/６３チーム 

 

 

新社会人就職先／進学先 

現役時代役職 氏名 来年度所属 

主将 吾妻 憲 法政大学 

副将 寺澤 亮太 株式会社大和総研 

主務 高橋 直之 山崎製パン株式会社 

広報 江渡 凌介 株式会社スターフライヤー 

理工系係 杉山 和哉 富士ゼロックス株式会社 

会計 小林 智和 法政大学大学院 

副会計 茂木 久朋 法政大学 

トレーニングリーダー 渡辺 大智 法政大学 
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ＯＢ会通信 

■ＯＢ会長挨拶 

ＯＢ会会長 伊藤 昇（1973年度卒） 

桜が満開となり、遠い昔小金井公園で行っていた新入部員歓迎会の情景が思い出される季節となりました

が、OB、OG の皆様いかがお過ごしでしょうか？日頃より OB 会活動にご理解、ご協力頂き誠に有難うござい

ます。 

今年も既に Jリーグが開幕しＷカップ最終予選もありサッカーファンとしては楽しみな時期となりました。

それにしても開幕早々、50才を超えたカズの Jリーグ最年長得点記録更新には本当に驚かされるところです。 

私事で恐縮ですが、定年退職後ＯＢ会長を拝命し、サッカーと再び縁ができた事をきっかけにシニアサッ

カーを楽しむ様になりました。現在 60才以上と 65才以上のチームに加入し、都リーグでボールを蹴ってい

ます。高齢者の鬼ごっこのようなサッカーですが、勝負は二の次、勝っても負けても試合後の反省会と称し

た飲み会は年甲斐もなく盛り上がりサッカーの力は素晴らしいと感じているところです。 

久しくサッカーと離れているＯＢの方々、是非ＯＢ会に参加頂きボールを蹴ってみてください。必ずやま

たやってみたいと思われるのではないでしょうか？会報記事にもありますが TECH.FCというＯＢチームが活

動していますので、同じ釜の飯を食べた仲間と気楽に再開されてみたらどうでしょうか？ 

私ももう暫くはシニアサッカーに関わり高齢者の更なるスポーツ発展に少しでも貢献できればと思ってい

ます。皆様と OB会でお会しボールを蹴る事を楽しみにしていますので是非ご参加お願い致します。 

敬具 

■２０１６年度ＯＢ会 活動報告 

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） 

陽春の候、皆様におかれましてはますますご活躍のこととお慶び

申し上げます。平素はＯＢ会運営にご協力賜りまして、誠にありが

とうございます。 

ここ数年に、サッカー部は創部 50 周年、部旗の新調、また大学

側も小金井キャンパスの再開発完了と様々な節目を迎えています。

しかし、各種大会での優勝を目指し、日々練習に励む現役部員たち、

大学生と一緒にサッカーを楽しむＯＢの方々のサッカーへの情熱

は、昔とまったく変わっていません。 

ＯＢ会役員会では、今までも各種現役部員への支援のために、会

費集金方法の改善などをおこない、経済的援助を中心に実施してお

ります。また、サッカー部内だけでなく、工体連ＯＢ会との連携や

他部との交流なども含めて、ＯＢ会役員により実施しております。

このような工体連ＯＢ会を含めた活動は過去 50年前から続けられてきており、今後も継続していかなければ

なりません。続けるためには、経済的なことだけでなく、ＯＢ会のベテラン・若手のＯＢの皆様の活発なコ

ミュニケーションも必要になってきます。 

そのためにも、是非、小金井キャンパスに足を運び、多くのＯＢの方々とサッカーを楽しみ、懇親会で現

役・ＯＢとの交流を密にし、一緒にＯＢ会活動を活発にしていきましょう。そして、創部 60年、70年･･･100

年を目指し、様々なご意見をお持ちの方もいらっしゃるかと考えます。是非、今後のサッカー部のためにも、

直接お話させて頂きたく存じますので、ＯＢ会へのご参加を心よりお待ちしております。 

最後に、今後ともより一層ＯＢ会活動へのご支援・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

新調したサッカー部部旗 

（法政大学学友会工体連蹴球部） 
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◆ 平成２９年度ＯＢ総会       

毎年、夏季ＯＢ会（６月上旬の土曜日）にＯＢ総会を開催いたします。ＯＢ会役員、および、当日ご出

席いただいたＯＢの方々と共に話し合います。ＯＢ総会では、ＯＢ会の活動や現役部員への支援などにつ

いて議論するほか、固定化しつつある役員の改選についても議論していきます。今後も伝統を引き継ぐた

めに、サッカー部ＯＢ会の活動に多くのＯＢの方に参加していただけるようお願いいたします。また、参

加いただけなくても、ご意見などありましたら、下記までご連絡いただけると幸いです。 

【連絡先】幹事長 ： 友野雅之 ： m-tomono@soi.co.jp 

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

 

◆ 平成２９年度ＯＢ会 活動予定   

６月上旬 ：夏季ＯＢ会、ＯＢ総会  場所：小金井キャンパス 

９月上旬 ：夏季ＯＢ会（合宿の代替）  場所：小金井キャンパス（予定） 

１２月中旬     ：秋季ＯＢ会   場所：小金井キャンパス 

２月     ：卒業生送迎会   場所：小金井キャンパス 

 

  ●関連活動 

・ 理系同窓会ホームカミングデー（場所：小金井キャンパス） 

      毎年、小金井キャンパスの大学祭の日（11月）に実施しています。是非、ご参加ください。 

・ 工体連ＯＢ会理事会（毎月 1回）（場所：市ヶ谷キャンパス） 

各部ＯＢ会より選出された理事にて開催。（サッカー部：細淵理事出席） 

・ その他、監督会（鷲尾監督）、現役との親睦会（役員）、各部の周年行事（伊藤会長）等に参加 

 

   ※工体連ＯＢ会が発行している法友工体連会報の記事は、以下のサイトでも紹介されています。 

    法政大学理系同窓会サイト 

      工体連 ： http://133.25.196.100/joomla3201/工体連.html 

 

■２０１６年度ＯＢシニアチーム（TECH.FC）活動報告 

法政大学工体連サッカー部ＯＢシニアチーム（TECH FC）の事務局を勤める８５年度卒業の吉林です。 

ＯＢ会シニアチーム(TECH.FC)は、小金井市シニアリーグに所属し活動しています。活動シーズンは 9月-3

月で、カップ（市民大会）戦とリーグ戦（Over40）と Over50のフレンドリーグの公式戦に参加しサッカーを

楽しんでおります。 

ここ数年間は、登録メンバー３０人といるはずなのですが、試合参加者数が平均９人となり、苦戦してお

ります。この結果最下位の連続記録を更新中と言う現状です。 

そこで４０以上の OBの方々にお願いです。是非 OBチームに参加して試合に出場してください。（試合出場

は５分でもかまいません。何度でも出入りできます） 

１１人で試合をしたいと参加のＯＢの方々から近年切実なお願いがきております。参加してサッカーを楽

しみたい方があれば、以下の連絡先までお願いします。（本年度追加登録可能です。） 

   【連絡先】吉林豊浩 pooman678@agate.plala.or.jp 【ホームページ】 https://www.techfc64.com/ 

また本年度の市民大会の成績とリーグ戦の成績を記載します。 

◆市民大会 ： １回戦敗退（PK戦負け） 

◆リーグ戦 ： 別紙添付資料を参照 
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２０１６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２０１６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。 

敬具 

会計報告  

 2016年度は部旗を新調したために、マイナス決算となりましたが、皆様の会費のご協力をもちまして、通常

運営費用だけでみますとプラス決算であります。 

 

会費納入報告 

 申し訳御座いません。記帳のタイミングが遅れた為、通帳への反映が「合計記帳１４件」となりました。お

そらく、14名の方からのお振込を記載出来なかった事、お詫び申し上げます。 
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ＯＢ会費の納入について 

 今年も年会費 3,500 円にてご協力の程、よろしくお願い致します。支払い方法は、自動引落とお振込のいず

れかの方法でお願い致します。 

 

＜自動引落の皆様へ＞ 

今年は、７月２７日の引き落としを予定しております。既に自動振替申込書を送付頂いている場合は、再度

の送付を頂かなくても結構です。引き落とし銀行などがご不明な会員の方は、返信封筒に自動振替の申込書を

同封下さい。会計の方で確認し、手続き致します。新規の方は、必ず自動振替の申込書を同封下さい。 

お手数ではありますが、４月３１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。 

 

＜お振込みの皆様へ＞ 

年会費のお振込は、以下の所へお願い致します。お振込人名は、フルネームだけでお願い致します。 

三菱東京ＵＦＪ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 
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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 ： ugi82059@yahoo.co.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 ※敬称略 

 

 



10 

 

～～会員情報～～ 

本資料は、１年に１度の会員情報の更新資料となります。お手数ですが、この１年、全くお変わりがない場

合でも必ずご返送をお願い致します。自動振込みの皆様には、手続きの関係上、４月３１日までにご投函をお

願い致します。 

 

ご氏名      ： 

ご卒業年度    ： 

出身学科     ： 

郵便番号     ： 

ご住所      ： 

お電話番号    ： 

ご勤務先     ： 

ご勤務先電話番号 ： 

ＰＣ－Ｍａｉｌ  ： 

携帯－Ｍａｉｌ  ： 

会費の支払い方法 ： 自動引落  お振込 

 

～～以下の余白には、住所不明会員でお心当たりの方についてご記入頂ければ幸いです～～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


