
日本体育大学サッカー部同窓会 令和元年度定例総会報告 

日本体育大学サッカー部同窓会 会員の皆様(ご報告) 

 

 梅雨明けと同時に厳しい暑さが続いていますが、会員の皆様におかれましては、益々ご健勝に

てお過ごしのことと存じ上げます。 

 日頃より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子では関東大学リーグ２部において残念ながら得失点差により３位と

なり、１部に昇格する事ができませんでした。 

女子は関東大学リーグでは３位でしたが、インカレでは４年ぶり１７度目の優勝をする事がで

きました。応援ありがとうございました。また女子監督に楠瀬直木氏が就任いたしました。男女

とも昨年度以上の成果を上げるべく精力的に取り組んでいますので、後期の更なる活躍を期待し

て応援をしていきたいと思います。 

さて、去る６月２２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、令和元年度定例総会」を開催致しました。 

 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。 

 元号が平成から令和にかわりました。同窓会も同じタイミングで役員選任が行われ３期、６年

間という長きにわたりご尽力をいただいた芦原正紀会長から東京支部、元修徳高等学校監督、向

笠実氏(S４８年卒)に会長が交代されました。改めまして芦原会長はじめ事務局の吉本氏、川崎

氏、神奈川支部の皆様ご苦労様でした。今後ともご指導、ご鞭撻のほど、宜しくお願いいたしま

す。 

 令和元年度・２年度の役員の選任が行われました。選任された役員の皆様、宜しくお願いいた

します。新会長、事務局(東京支部)ですが、なにぶんにも不慣れなため、ご迷惑、ご心配をお掛

けすると思いますが、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  向笠実 

                             事務局 佐藤勝 

                             同   佐々木雅規 

 

 

 

 



記 

日本体育大学サッカー部同窓会 令和元年度定例総会報告書 

日時：令和元年６月２２日（土） 

会場：日本体育大学世田谷キャンパス 

出席者：総会出席者２７名 委任状出席者３４名 

 

＜令和元年度総会出席者一覧＞ 

〔役職につきましては、令和元年度・２年度の役職を記載しました〕 

No 氏名 役職 卒業年 支部 

１ 中西 俊策 顧問 ３３ 埼玉県支部 

２ 河守 強 参与 ５４ 大阪府支部 

３ 岩部 一道 代議員(東北地域) ５２ 福島県支部 

４ 佐藤 勝 事務局 ５２ 東京都支部 

５ 坂井 正樹 副会長(北信越地域) ５２ 新潟県支部 

６ 小澤 竜彦 副会長(東海地域) ６２ 静岡県支部 

７ 坂口 愼一 幹事(東海地域) ４５ 三重県支部 

８ 馬場 明久 副会長(近畿地域) ５６ 大阪府支部 

９ 桒原 薫 代議員(中国地域) ５８ 山口県支部 

１０ 坂本 昌二 副会長(四国地域) ５６ 高知県支部 

１１ 今村 幸彦 副会長(九州地域) ５８ 福岡県支部 

１２ 鎌田 路代 名蹴会(会長) H４ 東京都支部 

１３ 安藤 こずえ 名蹴会 H４ 東京都支部 

１４ 田中 利一 強化事業委員会委員長 ５５ 神奈川県支部 

１５ 宮崎 義正 強化事業委員会副委員長 ５８ 埼玉県支部 

１６ 矢野 晴之介 部長兼男子監督 H９ 神奈川県支部 

１７ 山下 浩平 サッカー研究室助手 H３１ 神奈川県支部 

１８ 清水 満 山梨県支部長 ４９ 山梨県支部長 

１９ 藤田 美好 栃木県支部長 ６１ 栃木県支部長 

２０ 藤田 巧 茨城県支部事務局 H１６ 茨城県支部 

２１ 山梨 光弘 東京都支部長 ６２ 東京都支部 

２２ 向笠 実 新会長 ４８ 東京都支部 

２３ 上荒 啓司 埼玉県支部事務局 ５７ 埼玉県支部 

２４ 野口 達生 埼玉県支部幹事 H4 埼玉県支部 



Ｎo 氏名 役職 卒業年 支部 

２５ 芦原 正紀 顧問 ４３ 神奈川県支部 

２６ 川崎 孝恵 幹事(関東地域) H3 神奈川県支部 

２７ 吉本 昇 参与 ４８ 神奈川県支部 

（敬称略、順不同） 

 

＜芦原会長挨拶＞ 

 会長職をお引き受けし、３期・６年間、この度、新しい年号となるタイミングで会長も

交代いたします。就任より会員間の連絡がとりにくく、上手く情報伝達がされない課題を

ふまえ、サッカー部ホームページ内に同窓会のページを開設し多くの会員との情報共有を

試みてまいりました。今後もこれらを更に活用させ、現役と同窓会との距離をより縮めて

いけるよう願っています。本日、宜しくお願いいたします。 

 

＜向笠新会長挨拶＞ 

 この度、日本体育大学サッカー部同窓会会長に就任いたしました。向笠 実(S４８年卒 

東京支部)です。 

 新年号、令和元年に会長を務めさせていただくことになり、身の引き締まる思いです。

この会の目的は同窓生の絆を尚一層深めると共に、日本体育大学サッカー部の応援にあり

ます。今日まで役員をはじめ、多くの会員の皆様のお陰で運営がなされてきました。 

 今後は、地域の声、またそれぞれの現場の声に耳を傾け、ご意見を拝聴し同窓会運営に

反映させていきたいと思います。残念な事に、最近では、同窓会の会員数が減少傾向にあ

ります。このような時こそ、老･壮･青のバランスが重要であると考えます。これからは、

若い卒業生にどのように参加していただくかを含めた、様々な改革を皆様方と共に目指し

ていく所存です。令和の時代の同窓会運営に皆様方の益々のご指導、ご協力のほどよろし

くお願い申し上げまして、会長就任にあたってのご挨拶に代えさせていただきます。 

 

＜矢野部長・監督挨拶＞ 

 今年度、男子約３００名、女子約７０名の部員で活動中です。男子の夏の大阪遠征では

近畿地域の先生方に大変お世話になりました。１０月末には男子、女子とも朝鮮遠征を行

いました。学生達には良い経験になったことと思います。男女とも全国どの会場において

も同窓会の皆様方に応援をいただき大変感謝しております。良い結果が残せるよう頑張り

ますので引き続き宜しくお願いいたします。 

（女子部監督に楠瀬 直木氏が就任されました） 

 

 

 



＊議事進行に先立ち議長には会長を指名 

＊出席者 自己紹介 

＊本来ならば新年度事業計画・会計予算については新役員より提案されるべきですが、本

会を円滑に進めるため、前年度役員により進めてまいります。 

 

＜議題＞ 

 

１、平成３０年度 事業報告（本部事務局・各地域・各支部・名蹴会・強化事業委員会） 

２、平成３０年度 会計報告 

３、平成３０年度 事業・会計 監査報告 

４、令和元年度  事業計画（案） 

５、令和元年度  会計予算（案） 

６、令和元年度・２年度 役員選任について 

７、その他 

 

以上、議題１～６までについては、承認されました。 

・議事詳細につきましては、令和元年度 定例総会資料をご覧ください。大学サッカー部

ホームページ内、同窓会ページに記載されています。 

・会費納入口座が変更されました。納入の際は、必ず、都道府県支部名で振り込んで下さ

い。 

  ＜会費納入口座＞ みずほ銀行 相模原支店 普通３００８８４７ 

           日本体育大学サッカー部 同窓会 事務局 

 

８、その他(同窓会懸案事項)総会及び役員会・代議員でだされた質問及びお願い 

・インターハイ・選手権出場チームの監督・総監督職の OB は確認できますが、コーチ等

スタッフ内に OBがいる時はお知らせ下さい。（事務局より） 

・予算内の現役支援金が大幅に増えているが具体的な支援案があるのか、予算の一部を積

立金として大きな支援につなげるのはどうか。→全部員に行き届くような物品での支援

を考えていく、積立をしていくことも今後の参考にしていく。 

・サッカー部卒業生が把握できない現状(特に地方)セレクション・アスリートで入部した選

手の情報(支部長レベル)で共有していただけないか。→個人情報取り扱い規定のもと可能

な範囲で応じていきたい。 

・個人的に応援は続けていきたい。支部を通さなくても寄付金というかたちで受け付ける

項目をつくれないか(同様に地域より同期の方が集まりやすいので現役支援のみに活用さ

れる項目をつくれないか)。→今後、事務局で検討していく。 

・会報にかわる内容をホームページに載せて欲しい。→今後、事務局で検討していく。 



・各地域・同期の集まりの様子をホームページへ投稿してください。 

・ホームページの存在を全卒業生へ周知していただきたい。 

・今後もホームページに総会資料を掲載します。 

以上 

 

＜前事務局 吉本氏挨拶＞ 

 各地域の方々とコンタクトがとれ、ご協力いただいたことが嬉しかったです。 

ありがとうございました。 

 

＜ 同   川崎氏挨拶＞ 

 みなさまのご協力あってのことでした。ありがとうございました。 

 

 

＊改めまして、芦原顧問、吉本参与、川崎監事、ご苦労様でした。今後ともご指導、ご鞭

撻のほど宜しくお願いいたします。 

・令和２年度定例総会開催予定日 

  令和２年６月２０日(土)or２７日(土) 日本体育大学世田谷キャンパス 

 

＊全国の会員の皆様方へ、今後ともご支援、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 


