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令和３年 6月２５日 

日本体育大学学友会サッカー部 

同窓会事務局 



日本体育大学学友会サッカー部同窓会 会員の皆様 

日本体育大学学友会サッカー部同窓会 

会長 向笠 実 

拝啓 

初夏の候、会員の皆様におかれましては、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

今日、世界中がコロナ禍での厳しい現実に直面し、人々の日常生活が脅かされて、先が

見えない現状に苦慮し翻弄されている事態に、ストレスに押しつぶされそうになりながら

も、対応していかなければなりません。「我々はどうすればいいのか」混乱の日々が続いて

います。 

さて、本年度の同窓会総会の時期になりましたが、コロナ禍の中、緊急事態宣言やまん

延防止等重点処置などが施行されている現在、役員の皆様の健康を考え実施は見送り、昨

年同様、書中総会とさせていただきます。役員・会員の皆様には、ご苦労をお掛けします

が、よろしくお願い申し上げます。 

また、延期を余儀なくされている。斉藤照夫先生を偲ぶ会につきましても、現在の状況

を考慮しますと実施は困難と考え、誠に残念ではございますが、先送りとさせていただき

ます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 

このような厳しいコロナ禍の中、我々の先輩である横森巧総監督率いる山梨学園高等学

校サッカー部が、全国高校サッカー選手権大会において見事に優勝を成し遂げてくれまし

たこと、選手諸君の日々、並々ならぬ、ご努力の賜物と、心よりお祝い申し上げます。 

先の見えない世の中にあって、我々同窓生に、勇気と誇りと感動をありがとうございま

した。この優勝で苦境に立ち向かう強い心を学んだような気がします。 

同窓生の皆様、日頃よりご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございます。今後ともよ

ろしくお願い申し上げます。 

敬具 
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議題 １、令和２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） 

 

世界中で新型コロナウイルスが猛威をふるい、日本においても緊急事態宣言発令され完全

に日常が奪われてしまいました。教育機関の機能が停止し、スポーツ界でも各大会の中止、

楽しみにしていた東京オリンピックも延期となりました。 

同窓会活動も予定していた大学リーグ戦(男・女)の応援、現役選手への支援、各地域、各

支部、名蹴会、強化事業委員会等の活動も残念ながら、ほとんど実施されませんでした。 

 

令和２年度 ・６月２０日(土)に予定されていた令和２年度定例総会は中止とし、書中総会

にて役員の皆様に書面にて議事の決議をしていただきました。 

      ・第９９回全国高校サッカー選手権大会激励会 

       激励会は中止とし、出場校の同窓生に記念品代を贈呈しました。 

       横森総監督（昭和４０年卒）率いる山梨学院高等学校が見事、２度目の全国

優勝を果たされました。横森総監督の手記を掲載いたしますので是非、ご覧

下さい。 

       ＜出場校＞ 

       ○矢板中央高等学校（金子文三コーチ）○関東第一高等学校（江口誠一郎総

監督）○山梨学院高等学校（横森巧総監督）○丸岡高等学校（小阪康弘監

督）○松本国際高等学校（勝沢勝監督）○京都橘高等学校（米澤一成監督）

○東福岡高等学校（志波芳則総監督） 

事務局会議  ・リモート（メール・TEL）により、４回開催 

        定例総会開催について、学生支援について、全国高校サッカー選手権大会

激励会について、他 

 

     第９４回 関東大学サッカーリーグ戦 応援 

   ・無観客試合の為、会場での応援はできませんでした。 

     第３４回 関東大学女子サッカーリーグ戦 応援 

   ・無観客試合の為、会場での応援はできませんでした。 
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議題 ２、令和２年度 会計報告 

 

収入の部 

細目 令和２年度予算 令和２年度決算 備考 

前年度繰越金 ３５４,９８４ ３５４,９８４  

会費 ５００,０００ １３５,０００  

利息  ２  

寄付金  ３,０００  

合計 ８５４,９８４ ４９２,９８６  

 

支出の部 

細目 令和２年度予算 令和２年度決算 備考 

総会交通費 ２００,０００ ０  

総会会議費 ２０,０００ ０  

事務局運営費 １００,０００ ８,７４３ インクカートリッジ代 

通信費 ３０,０００ １２,２８５ 総会,役員選任他 

現役活動支援費 ４００,０００ ０  

強化事業委員会費 １０,０００ ０  

慶弔費 ２０,０００ ０  

予備費 ７４,９８４ ２９,２６０ 総会懇親会補助,激励会記念品代 

同窓会HP運営費 １０,０００ ０  

合計 ８５４,９８４ ５０,２８８  

 

収入金 支出金 差引残額 備考 

４９２,９８６ ５０,２８８ ４４２,６９８  

 

差引残額は令和 3年度に繰り越します。 

 

令和３年６月２５日             事務局  佐藤 勝  ○印  

                      会計   佐々木 將規  ○印  
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議題 ３、令和２年度 事業・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、事業・会計 

ともに適正であることを認めます。 

 

令和３年６月２５日   

監事 坂口 愼一   ○印  

   八木 実    ○印  

   川崎 孝恵   ○印  

 

＊坂口監事、八木監事、川崎監事に監査をしていただき、適正であるという承認をいただ

いております。 

 

議題 ４、令和３年度 事業計画（案） 

 

① 令和４年度 日本体育大学学友会サッカー部同窓会定例総会開催について 

日時：令和４年６月１８日(土)or２５日(土)開催予定 

  12:30より全国役員会・代議員会 14:30より定例総会 

会場：日本体育大学 世田谷キャンパス 

② 大学リーグ戦(男・女)応援日について 

・男女とも前期は無観客試合の為、会場での応援はできませんが、男子は関

東大学サッカー連盟オフィシャルサイトの試合映像 Live配信、女子は関東女

子サッカー連盟のオフィシャルサイトで観戦できますので、応援のほど宜し

くお願いします。 

③ 男・女高校サッカー選手権大会出場校の激励会開催について 

④ 現役選手への支援について 

⑤ 強化事業委員会活動について 

⑥ ４年生対象の同窓会活動・同窓会入会説明会と卒業生名簿の作成 

  ＊新型コロナウイルスの影響を踏まえて、臨機応変に関係各位と相談のうえ事業を遂行

いたします。 

＊関東地域の令和３年度の支部長会議はコロナ禍の為、開催を中止いたしました。 

 （リモートにて、各支部との情報交換をおこないます。よろしくお願いいたします。） 
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議題 ５、令和３年度 会計予算（案） 

 

収入の部 

細目 令和３年度予算 備考 

前年度繰越金 ４４２,６９８  

会費 ５００,０００  

雑収入   

寄付金   

合計 ９４２,６９８  

 

支出の部 

細目 令和３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 ３０,０００  

現役活動支援費 ４００,０００  

強化事業委員会費 ２０,０００ 令和２年度分を含む 

慶弔費 ２０,０００  

予備費 １３２,６９８  

同窓会 HP運営費 ２０,０００ 令和２年度分を含む 

合計 ９４２,６９８  

 

 

会費納入についてのお願い 

会費は令和 3年１２月末日までに下記口座へ納入して下さい。 

＜会費納入口座＞ 

みずほ銀行 相模原支店 普通３００８８４７ 

口座名 日本体育大学サッカー部 同窓会 事務局 

＊納入の際は、必ず、都道府県支部名で振り込んで下さい。 
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議題 ６、令和３年度・４年度 役員選任について 

令和３年度・４年度 日本体育大学学友会サッカー部同窓会 役員一覧 

役職 卒業年 氏名 支部 

 

 

顧問 

３１ 行元 博文 愛知県 

３３ 中西 駿策 埼玉県 

４０ 横森  巧 山梨県 

４３ 芦原 正紀 神奈川県 

５２ 鈴木 政一 静岡県 

 

 

 

 

 

 

 

参与 

３６ 三浦 敏生 大分県 

３６ 吉森 茂雄 三重県 

３７ 伊東 富雄 富山県 

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 

４８ 吉本 昇 神奈川県 

４９ 岩間 保男 茨城県 

５４ 河守 強 大阪府 

５５ 園田 祐介 福岡県 

５５ 高橋 靖彦 静岡県 

５９ 米光 和也 北海道 

H元 島田 麻子 埼玉県 

 

 

 

 

代議員 

６０ 荒 忍 北海道・全道 

５２ 岩部 一道 東北・福島県 

 山梨 光弘 関東・東京都 

５７ 高橋 裕之 北信越・長野県 

４５ 坂口 愼一 東海・三重県 

５７ 半田 篤 近畿・兵庫県 

５８ 桒原 薫 中国・山口県 

５６ 坂本 昌二 四国・高知県 

５８ 今村 幸彦 九州・福岡県 

Ｈ４ 井野場 静代 名蹴会 
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役職 卒業年 氏名 推薦地域・支部 

会長 ４８ 向笠 実 関東・東京都 

 

 

 

 

 

副会長 

H９ 矢野 晴之介 関東・神奈川県 

６０ 荒 忍 北海道・全道 

５０ 大森 貞男 東北・宮城県 

５１ 有田 公晴 関東・千葉県 

５７ 高橋 裕之 北信越・長野県 

６２ 小澤 竜彦 東海・静岡県 

５６ 馬場 明久 近畿・大阪府 

５６ 鈴木 三郎 中国・山口県 

５６ 坂本 昌二 四国・高知県 

５８ 今村 幸彦 九州・福岡県 

Ｈ４ 鎌田 路代 関東・名蹴会 

５５ 田中 利一 関東・強化事業 

 

監事 

H３ 川崎 孝恵 関東・神奈川県 

４５ 坂口 愼一 東海・三重県 

５１ 八木 実 近畿・和歌山県 

 

事務局 

H９ 矢野 晴之介 関東・神奈川県 

５２ 佐藤 勝 関東・東京都 

５３ 佐々木 雅規 関東・東京都 

 

各都道府県支部長一覧 

No 卒業年 支部 氏名 役職 

１ ６０ 北海道 荒 忍 副会長・代議員・支部長 

２ ５２ 青森県 小山内 修 支部長 

３ H９ 岩手県 今野 貴光 支部長 

４ ５２ 秋田県 田近 剛 支部長 

５ ５０ 宮城県 大森 貞夫 副会長・支部長 

６ ６０ 山形県 鈴木 安継 支部長 

７ ５１ 福島県 落合 宏昌 支部長 
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No 卒業年 支部 氏名 役職 

８ ５９ 茨城県 白岩 淳一 支部長 

９ ６１ 栃木県 藤田 美好 支部長 

１０ ６１ 群馬県 田中 則久 支部長 

１１ ５１ 埼玉県 河本 弘 支部長 

１２ ６２ 千葉県 有田 公晴 副会長・支部長 

１３ ６２ 東京都 山梨 光弘 代議員・支部長 

１４ H３ 神奈川県 金子 博暢 支部長 

１５ ５０ 山梨県 小林 孝 支部長 

１６ ５２ 新潟県 坂井 正樹 支部長 

１７ ５７ 長野県 高橋 裕之 副会長・代議員・支部長 

１８ ６１ 富山県 島谷 達雄 支部長 

１９ ５３ 石川県 佐々木 明 支部長 

２０ ５９ 福井県 小林 正純 支部長 

２１ ６２ 静岡県 小澤 竜彦 副会長・支部長 

２２ ５９ 愛知県 金重 卓弘 支部長 

２３ ５８ 岐阜県 松野 幸久 支部長 

２４ ４５ 三重県 坂口 愼一 監事・代議員・支部長 

２５ H２９ 滋賀県 村上 裕太 支部長 

２６ H１５ 京都府 仲井 和哉 支部長 

２７ Ｈ４ 奈良県 筑紫 智行 支部長 

２８ ５１ 和歌山県 八木 実 監事・支部長 

２９ ５６ 大阪府 馬場 明久 副会長・支部長 

３０ Ｈ８ 兵庫県 柿原 康典 支部長 

３１ ５６ 山口県 鈴木 三郎 副会長・支部長 

３２ ５６ 鳥取県 岡本 政彦 支部長 

３３ Ｈ３ 岡山県 平田 耕司 支部長 

３４ ５７ 島根県 有田 憲二 支部長 

３５ ５８ 広島県 平重 成司 支部長 

３６ ６０ 香川県 荒岡 成志 支部長 

３７ ５６ 徳島県 明石 浩二 支部長 

３８ ５７ 愛媛県 山口 靖男 支部長 

３９ ５６ 高知県 坂本 昌二 副会長・代議員・支部長 
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No 卒業年 支部 氏名 役職 

４０ ５８ 福岡県 今村 幸夫 副会長・代議員支部長 

４１ ４８ 佐賀県 矢ケ部 守 支部長 

４２ H11 長崎県 江頭 卓也 支部長 

４３ ６３ 熊本県 鍬先 倫彰 支部長 

４４ ６０ 大分県 友成 義朗 支部長 

４５ ５７ 宮崎県 安治川 洋 支部長 

４６ ５８ 鹿児島県 今林 祥郎 支部長 

４７ ５４ 沖縄県 上地 義徳 支部長 

４８ Ｈ４ 名蹴会 鎌田 路代 会長 

４９ ５５ 強化事業 田中 利一 副会長・強化事業部委員長 

 

 

議題 ７、その他 

 

① 現役活動支援金について 

⇒今年度の現役活動支援金は繰越金とし、現役スタッフと相談のうえ令和３年度以

降、有意義な支援につながるように考えていく。 

② 斉藤照夫先生を偲ぶ会につきましては、三回忌に合わせて開催を予定しております

のでよろしくお願いいたします。 

③ J１の名古屋グランパスで活躍している同窓の稲垣祥選手２９歳（FC 東京 U-１５

むさし→帝京高等学校→日本体育大学→ヴァンフォーレ甲府→サンフレッチェ広

島）が日本代表に招集され、ワールドカップ予選のモンゴル戦に途中出場し、２得

点をあげる活躍をしてくれました。今後の活躍を期待するとともに、応援のほどよ

ろしくお願いいたします。 

＜役職退任のお知らせ＞ 

    神奈川県支部の小滝鉱一氏（昭和３８年卒）が長年ご尽力いただきました、参与と

しての役職を退任されました。 

＜訃報のお知らせ＞ 

    島根県支部の支部長、渋谷憲朗氏（昭和５６年卒）が令和元年９月５日にご逝去さ

れました。謹んでご冥福をお祈りいたします。 
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＊ 同窓会ホームページの活用について 

⇒２０１６年より「日本体育大学学友会サッカー部ホームページ」内に【同窓会の

ページ】を開設しました。 

    ・同窓会ホームページへは【日本体育大学学友会サッカー部】で検索し、同窓会

バナーをクリックしてください。 

    ・同窓会ホームページへ寄稿される際は、次のメールアドレスにお願いいたします。 

       nittaidai.soccer.dousoukai@gmail.com 

         ＊会員相互の情報交換、親睦を深めるためにも有効活用をしていただきたいと思

います。ご協力をお願いします。 

 

以上、議題１～７までをご精査していただき、郵送してある、はがきにて決議

をお願いいたします。（７月２０日必着で決議をお願いいたします。） 

 

＊書中総会の結果報告については、８月１０日までに日本体育大学学友会サッ

カー部ホームページ内の同窓会ページに掲載いたしますのでご確認をお願いい

たします。 

 

ご協力ありがとうございました。新型コロナウイルスが完全に収束し、早く日常が戻るこ

とを願っています。スポーツのない生活は考えられません。 

事務局 

 

 

           問合せ先 

日本体育大学学友会サッカー部同窓会事務局 

佐藤 勝 

住所：神奈川県相模原市中央区中央６－９－９ 

携帯：０９０－３０８７－９ 

メールアドレス：jimmy1118mama0507@yahoo.co.jp 
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