
日本体育大学サッカー部同窓会 会員の皆様（ご報告） 

 

梅雨の鬱陶しい時期ですが、会員の皆様におかれましては、ますますご健勝でお過ごしのことと存じ上

げます。日頃は日体大サッカー部同窓会活動にご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

昨季の現役チームは、男女共に素晴らしい活躍で、我々OB・OG も大いに盛り上がりました。今季は

男子が関東大学サッカーリーグでやや苦しんでいますが、８月開幕の関東大学女子サッカーリーグと共

に後期の活躍を期待して、更なる応援をしていきたいと思います。 

さて、去る６月２４日（土）日本体育大学世田谷キャンパスにおいて「日本体育大学サッカー部同窓会、

平成２９年度定例総会」を開催いたしました。 

全国より役員及び会員の皆様の出席を賜り、有意義な議論ができましたことを深く感謝申し上げます。 

特に今年度から変わったことは、今後、総会の報告は「日体大サッカー部ホームページ」内の「同窓会

ページ」に掲載することとなりましたのでご承知おきください。 

併せて会員相互の連絡先の整備として、携帯電話番号、メールアドレス等をお尋ねする事があるかと思

いますが、ご協力をお願いいたします。 

平成２９・３０年度役員改選において会長・事務局が改選されました。我々も３期目に入りますが、同

窓会活動の更なる飛躍を目指して頑張りますので宜しくお願いいたします。 

終わりになりますが、同窓会会員皆々様の益々のご活躍を祈念しつつ、下記の通り総会の報告をいたし

ます。 

サッカー部同窓会 会長   芦原正紀 

事務局  吉本昇 

            同    川崎孝恵 

               記 

  

日本体育大学サッカー部同窓会 平成２９年度定例総会報告書 

 

日時 ：平成２９年６月２４日（土）13：00～17：00 

会場 ：日本体育大学世田谷キャンパス 

出席者：総会出席者 25 名、委任状出席者 36 名、 

横森巧・顧問・４０・山梨、河守強・参与・５４・大阪、高橋靖彦・参与・５５・静岡、 

阪口慎一・監査・４５・三重、八木実・監査・５１・和歌山、佐藤勝・監査・５２・東京、 

岩部一道・代議員・５２・福島、坂井正樹・副会長・５２・新潟、小澤竜彦・副会長・６２・

静岡、馬場明久・副会長・５６・大阪、桒原薫・代議員・５８・山口、坂本昌二・副会長・ 

５６・高知、園田裕之・副会長・５５・福岡、島田麻子・副会長・H 元・名蹴会、白岩淳一・

支部長・５９・茨城、藤田巧・支部事務局・H16・茨城、藤田美好・支部長・６１・栃木、 

小林幸次・支部長・４７・山梨、深澤一智・支部事務局・５８・山梨、高嶋陽子・ 

名蹴会事務局・H 元・名蹴会、安藤こずえ・H4・名蹴会、鎌田路代・H４・名蹴会、 

芦原正紀・会長・４３・神奈川、吉本昇・本部事務局長・４８・神奈川、 

川崎孝恵・本部事務局・H3・名蹴会      （氏名・敬称略、役職、卒業年、支部の順） 



議 題  

１、平成 28 年度 事業報告（本部事務局、地域、支部、名蹴会、強化事業委員会） 

   ２、平成 28 年度 会計報告 

   ３、平成 28 年度 監査報告 

   ４、平成 29・30 年度 役員改選 

   ５、平成 29 年度 事業計画 

   ６、平成 29 年度 会計予算 

   ７、その他（1、同窓会懸案事項  2、次年度総会の日程） 

以上、議題１～７までについて討議され、承認されました。 

（議事詳細につきましては、以下の総会資料をご覧ください） 

 

総会資料 

１、平成 28年度 事業報告           

    本部事務局  

❍ 第 95回全国高校サッカー選手権大会出場校激励会・懇親会開催   

出場校： 東福岡高校（志波芳則氏）、創造学園高校（勝沢勝氏）、関東第一高校（江口誠一郎

氏）、京都橘高校（米澤一成氏）、山梨学院高校（横森巧氏）、 

他に関東地域支部会の役員をはじめとする、有志１０数名が参加しております。 

 (H28/12/29東京山王茶寮) 同窓会 HPに掲載しています。 

❍ 平成 28年度日体大サッカー部活動報告会への参加 

同窓会会長芦原、同顧問仲西、横森、他関東地域各支部より有志１１名 

が参加。報告会後の懇親会において、現役選手達と友好を深めた。 

(H29/2/18 日体大世田谷キャンパス記念講堂) 同窓会 HP に掲載しています。 

❍ 田村奈津枝さんを送る会  

元日体大女子サッカー部コーチの田村奈津枝氏が、２月に交通事故で亡くなりました。JFA 女

子委員会、日体大女子サッカー部、村田女子高校共催でのお別れの会に、会長芦原、事務局

吉本が出席しました。（29/３/24、H ニューオータニ ） 

❍ 本部事務局会議 H２８/7/9、 8/19、 H29/4/22、 5/26、 6/13、 6/22   磯子工業高校、他 

各地域・各支部 

❍ 東北、関東、北信越、近畿、それぞれの地域において、開催時期は異なるが地域支部長会議を 

開催した。  

❍ 中国地域枽原氏より、昨年度の総体出場校激励会参加への御礼。 

❍ 四国地域坂本氏より、高知が中心になって同窓会活性化の輪を四国に広げたい。 

❍ 九州地域園田氏より、熊本・大分支部より熊本地震への対応に感謝している。 

❍ 名蹴会会長 島田氏より、本年度中に名蹴会役員の改選をする。 

２月に死去した OG、「田村奈津枝氏を送る会」への同窓会の対応に感謝申し上げる。 

❍ 強化事業委員会 ２０１７新人セレクションを実施。 

２０１６/7/4、 2 種高体連所属選手。2016/8/１7、 2種クラブ連盟所属選手。 



２、平成２８年度 会計報告  

 

 
平成２８年度  決算報告 

平成28年4月1日より平成29年3月31日まで 

 収入の部    

 細目 平成２８年度予算  平成２８年度決算 備考 

 前年度繰越金 175,787 175,787  

 会費 600,000 496,000  

 雑収入 10,000 0 利息 

 寄付金  5,000 行元博文様（愛知県） 

 合計 785,787 676,787  

     

 支出の部    

 細目 平成２８年予算 平成２８年度決算 備考 

 総会交通費 150,000  165,800   

 総会会議費 20,000  15,220  学生5000×2、飲物代等 

 事務費 100,000  61,646   

 通信費 30,000  37,746   

 現役活動支援費 250,000  71,040   

 強化事業委員会費 65,000  10,000   

 慶弔費 20,000  51,704   

 予備費 150,787  133,232   

 同窓会HP費  43,048   

 合計 785,787 589,436  

     

     

 収入金 支出金 差引残額 備考 

 676,787  589,436  87,351   

     

 差引残額は平成29年度に繰り越します。   

     

     

 平成29年6月24日    

  事務局 𠮷本 昇 印 

     

  会計 川崎 孝恵     印 

     



 ３、平成28年度 会計監査報告   

     

 監査の結果、現金・帳簿・出納帳の処理も適格公正に行われていますので、適正であることを認めます。 

     

 平成29年6月24日    

     

  監事 坂口 慎一 印 

     

   八木 実 印 

     

   佐藤 勝 印 

     

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４、平成２９・３０年度 役員改選 

 

 平成２９・３０年度  日本体育大学サッカー部同窓会  役員一覧                

 役   職  卒業年 氏  名 支  部  

 顧    問  31 行本 博文 愛知県  

   33 仲西 駿作 埼玉県  

   34 斉藤 照夫 東京都  

   40 横森 巧 山梨県  

 参  与  36 三浦 敏生 大分県  

   36 吉森 茂雄 三重県  

   37 伊藤 富雄 富山県  

   38 小滝 鉱一 神奈川県  

   42 宗石 義弘 福井県  

   42 天久 猛次 山口県  

   46 本田 和人 福岡県  

   47 壱岐 洋治 宮城県  

   49 岩間 保男 茨木県  

   54 河 守    強 大阪府  

   55 高橋 靖彦 静岡県  

       

 役 職 推薦地域 卒業年 氏  名 支  部  

 会 長 関東 43 芦原 正紀 神奈川県  

 副会長 大 学 52 鈴木 政一 神奈川県  

  北海道 59 米光 和也 北海道  

  東 北 50 大森 貞夫 宮城県  

  関 東 51 河本  弘 埼玉県  

  北信越 52 坂井 正樹 新潟県  

  東 海 62 小澤 竜彦 静岡県  

  近 畿 56 馬場 明久 大阪府  

  中 国 56 鈴木 三郎 山口県  

  四 国 56 坂本 昌二 高知県  

  九 州 55 園田 裕之 福岡県  

  名蹴会 H元 島田 麻子 埼玉県  

  強化事業 55 田中 利一 神奈川県  

       

       



 監 事 関 東 52 佐藤   勝 東京都  

  東 海 45 坂口 慎一 三重県  

  近 畿 51 八木   実 和歌山県  

 事務局 大学 9 矢野 晴之介 神奈川県  

  関東 H3 川崎 孝恵 神奈川県  

  関東 48 吉本 昇 神奈川県  

 代議員 北海道 59 米光 和也 北海道  

  東 北 52 岩部 一道 福島県  

  関 東 51 草間 洋一 群馬県  

  北信越 52 坂井 正樹 新潟県  

  東 海 45 坂口 慎一 三重県  

  近 畿 57 半田   篤 兵庫県  

  中 国 58 桒原 薫 山口県  

  四 国 56 坂本 昌二 高知県  

  九 州 55 園田 裕之 福岡県  

  名蹴会 H元 高島 陽子 茨城県  

       

 

平成29・30年度 日本体育大学サッカー部同窓会 都道府県支部長一覧                

NO 支部 卒業年 氏 名 役職 

1 北海道 59 米光 和也 副会長・支部長 

2 青森県 52 小山内 修 支部長 

3 岩手県 9 今野 貴光 事務局 

4 秋田県 52 田近   剛 支部長 

5 宮城県 50 大森 貞夫 副会長・支部長 

6 山形県 56 鈴木 正継 支部長 

7 福島県 52 落合  宏昌 支部長 

8 福島県 52 岩部 一道 代議員 

9 茨城県 59 白岩 淳一 支部長 

10 栃木県 61 藤田 美好 支部長 

11 群馬県 51 草間 洋一 代議員・支部長 

12 埼玉県 51 河本  弘 副会長・支部長 

13 千葉県 62 有田 公晴 支部長 

14 東京都 52 佐藤   勝 監事・支部長 

15 神奈川県 H3 金子博暢 支部長 

16 山梨県 47 小林 幸次 支部長 



17 新潟県 52 坂井 正樹 副会長・代議・支部長 

18 長野県 57 高橋 裕之 支部長 

19 富山県 57 塩谷   真 支部長 

20 石川県 53 佐々木 明 支部長 

21 福井県 59 小林 正純 支部長 

22 静岡県 62 小澤 竜彦 副会長・支部長 

23 愛知県 59 金重 卓広 支部長 

24 岐阜県 58 松野 幸久 支部長 

25 三重県 45 坂口 慎一 監事・代議員・支部長 

26 滋賀県 元 雨森    康 支部長 

27 京都府 15 仲井 和哉 支部長 

28 奈良県 H4 筑紫 智行 支部長 

29 和歌山県 51 八木   実 監事・支部長 

30 大阪府 54 馬場 明久 副会長・支部長 

31 兵庫県 57 半田   篤 代議員・支部長 

32 鳥取県 56 岡本 政彦 支部長 

33 岡山県 53 青山 孝樹 事務局 

34 島根県 60 山根 哲夫 支部長 

35 広島県 元 瀬越  徹 支部長 

36 山口県 56 鈴木 三郎 副会長・支部長 

37 山口県 58 桒原 薫 代議員 

38 香川県 60 荒岡 成志 支部長 

39 徳島県 41 播磨 義博 支部長  

40 愛媛県 57 山口 靖夫 支部長 

41 高知県 56 坂本 昌二 副会長・代議員・支部長 

42 福岡県 55 園田 裕之 副会長・代議員・支部長 

43 佐賀県 48 矢ヶ部 守 支部長 

44 長崎県 Ｈ１１ 江頭 卓也 支部長 

45 熊本県 56 高橋 政敏 支部長 

46 大分県 44  研   和彦  支部長 

47 宮崎県 57 安治川 洋 支部長 

48 鹿児島県 58 今林 祥郎 支部長 

49 沖縄県 54 上地 義徳 支部長 

     

    

 

 



５、平成 29年度 事業計画について        

❍ 平成 29年度定例総会開催について H２９/6/2４（日体大世田谷キャンパス） 

❍ 関東大学リーグ集中応援については、日程を調整中。 

❍ 大学サッカー部支援について(特に備品等に類する物品は、大学側と調整しながら、複数年かけて 

実施するように計画中) 

❍ 男女高校サッカー選手権大会出場校激励会・懇親会の開催 

❍ 強化事業委員会支援について、 ２０１８新人セレクションの実施（同窓会 HPに掲載） 

   ７/24 2種高体連所属選手     8/7 2種クラブ連盟所属選手 

❍ 同窓会名簿の整備・作成については、今後複数年かけて新しくしていく。 

 

6、平成 29年度 会計予算 

平成29年度  予算（案） 
平成29年4月1日より平成30年3月31日まで 

 収入の部 平成29年度予算 備考  

 前年度繰越金 87,351   

 会費 600,000   

 雑収入 0 利息  

 寄付金    

 合計 687,351   

     

 支出の部 平成29年度予算 備考  

 総会交通費 200,000    

 総会会議費 20,000    

 事務局運営費 100,000    

 通信費 40,000    

 現役活動支援費 100,000    

 強化事業委員会費 10,000    

 慶弔費 20,000    

 予備費 187,351    

 同窓会HP運営費 10,000    

 合計 687,351   

     

下記口座に会費納入をお願い致します。 

お振込みの際は、都道府県支部名と氏名を記入してください。 

 

＜会費納入口座＞    

横浜銀行 藤棚支店  普通預金  6070497  

日本体育大学サッカー部 同窓会 事務局  会計 川崎孝恵  

 



 ７、その他 

 

【同窓会懸案事項】 

１）、新規会員の加入促進と活動に消極的な会員の掘り起こしについて 

近年、同窓会活動への関心が薄れがちの会員が増え、このままでは同窓会活動が立ち行かなくな

るのは眼にみえています。 

支部会員の皆様には会員の減少傾向を止めるために、以下の事柄を実行してくださるようにお願い申し

上げます。 

＊ 各支部・名蹴会において、同窓会活動に消極的な会員にも、電話なり、メールなどで直接的な働きかけを

していただき、活動への参加を促して欲しい。 

＊ 新卒者についても、卒業時の名簿を支部に配布しますので該当者に入会を勧めてほしい。 

＊ 現役生に向けて同窓会活動への啓蒙を、鈴木政一サッカー部部長兼男子監督、矢野晴之介女子監督、

両氏からもお願いする。 

 

２）、年会費納入状況について 

ここ数年来の入金状況をみると継続して納入している支部と、ほぼ納入されていない支部との間に大き

な差が生じています。しかしながら、各支部における活動実態が全く異なる現状を考えますと（会員数

が極端に少なく活動が困難等）一律に扱うのは非常に難しい事案になっています。 

そこで、実質的な活動がままならず、支部としての会費納入が困難な支部に於いては、当分の間個人的

に会費の入金をお願いする事としたい。 

現在、本部会計も逼迫しており、現役への支援もままならない状況ですのでご検討ください。 

 

３）、日体大サッカー部同窓会のホームページ（HP）を更に活用していく 

一昨年度より「日本体育大学学友会サッカー部 HP」内に同窓会の HPも併設し、本部事務局からの連絡・

地域支部長会議・支部会議・同期会開催の様子や、また現役チームの年間成績報告会・高校選手権大会

出場校の激励会等多岐にわたり報告しております。 

今年度からは、定例総会（定例役員会・代議員会）の報告も HP に掲載する事で迅速な情報の展開を図

ります。またこれからは紙ベースでの通信は極力控え、経費の削減も図っていきたいと考えています。 

今後も HPを活用して情報を共有し、同窓会の活動を再活性していきたいと思いますが、HP の存在その

ものを会員に周知するよう働きかけをお願いいたします。 

 

 

【次年度総会の日程】  

    平成 30年 6月の 4週または 5週の土曜日に計画。 

     会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

以上 

 


