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平成 22 年 5 月 

 

 

ＯＢ会長挨拶 

 

４月に入り桜も散り初夏の到来と思った矢先に雪とまさに異常 

気象の昨今、各位にはお変わりなくご健勝の事と存じます。  

ここ数年来、我がゴルフ部ＯＢ会５０年の節目の記念事業には、 

皆様からの格別のご協力を賜り、伝統校立教の名誉が大いに高め 

られました。改めまして心より御礼申し上げます。 

休む間もなくＯＢ会の活動は、将来に向けすでにスタートを切 

っております。４月１６日には通常総会も滞りなく終了致しまし 

た。 

今年度の活動計画として８年ぶりにＯＢ会名簿を発行すること 

が決まりましたが、平行して長年の懸案事項となっております 

「ＯＢ会組織の充実」に取り組んで参りたいと存じます。 

ご高承の通り、当ＯＢ会は約５３０名の会員（連絡先不明を除く）を擁する大組織となりましたが、実

態はＯＢ会費を納入いただいていない会員が全体の２/３を数え、さらにその半数超からは総会通知に対

する出欠の返信すらいただいておりません。 

つまり、ＯＢ会活動に無関心な会員が全体の１/３を超えており、残念ながら充実したＯＢ会組織とは

言い難いのが現状です。 

このままでは、ＯＢ会の活動は停滞するばかりか、活動資金の逼迫により現役支援の面でも後退を余儀

なくされます。 

夏までに学年幹事会を開催し、皆様のご意見をうかがいながらこの問題の解決に向けて有効な方策を採

って参りたいと存じます。 

ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。 

 

会長 中島 敬夫（昭和 46 年） 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

平成２２年度立教大学体育会ゴルフ部ＯＢ会会報 目次 

立教大学体育会ゴルフ部ＯＢ会長挨拶 １ 

立教大学体育会ゴルフ部長挨拶 ２ 

平成２１年度男女リーグ戦を振り返って ３ 

平成２１年度競技会結果 ４ 

平成２１年度幹部挨拶 ７ 

平成２２年度幹部挨拶 ８ 

第６回 立教「大学」「新座中・高校」「池袋中・高校」ゴルフ部対抗戦 ９ 

立教小学校におけるスナッグゴルフ 活動報告 １０ 

平成２２年度立教大学体育会ゴルフ部ＯＢ総会 １２ 

平成２１年度ゴルフ会報告 １４ 

ＯＢ会費納入者一覧   １６ 

平成２２年度ＯＢ会ゴルフ大会のご案内   １７ 

 

 

 

 

立教大学体育会ゴルフ部長挨拶 

 

 

何事も或る水準に達しますと、更に上を目指すのは難しく 

なります。ハンデ 14～5をピークに後戻り中の私が申します 

と、釈迦に説法の典型となりますが、ゴルフでもシングル、 

特に、５下のシングル入りする困難さはよく耳にします。 

一転、経済の世界に視線を移しますと、我が国は、60 

～70 年代の高度成長の結果、1980 年代を迎える頃には 

衣食の領域では世界有数の豊かさを享受する段階に達し 

ておりました。しかし、これを住・環境・文化といった 

高次の分野の向上に繋げることに失敗し、以後、実に迷 

走 30年、このところ一層混迷の度合いが深まっています。 

ゴルフ部の新年度は男子Ｄ、女子Ｃブロックからのスタート。上述のような悩みはとりあえず無縁で、

日々の努力が素直に報われる位置といえましょうか。ＯＢ会も新体制となりましたが、大学も 4月から総

長に吉岡ラグビー部長が就任、体育会活動への更なる理解が期待されるところです。引き続き後輩達への

ご支援、宜しくお願い申し上げます。 

体育会ゴルフ部長 田代 泰久教授 
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平成２１年度リーグ戦を振りかえ返って 
 

  

昨年度は今までになく男女とも厳しいリーグ戦での戦い 
となりました。 
女子においては、一昨年Ｂブロック昇格を果たしたレ 

ギュラーの４年生全員抜け、春季リーグ戦では出場枠の 
４名を出すことが出来ずに、３名で戦ったもののＣブロ 
ック降格となり、続いて行なわれた秋季リーグ戦でも３ 
位となり、Ｃブロック残留という結果に終わりました。 
しかしながら、今年度は昨年出場したレギュラーのほ 

とんどが残っておりますので、なるべく早い段階でＢブ 
ロック昇格を果たしたいと考えております。 
一方、昨年度の男子についても、一昨年のレギュラー６名中５名が抜けた中、２年生を中心にリーグ戦

を戦うこととなり、春季リーグ戦においては３ストローク足りずに７位という結果で、ゴルフ部史上３度

目のＤブロック降格を経験しました。また、その後行われた秋季リーグ戦においても３位となり、Ｄブロ

ック残留という結果で１年を終了いたしました。試合に出場した２年生は全員が大学に入ってからゴルフ

を始めたこともあり、期待するような活躍は出来なかったと言わざるを得ません。男子については、やは

りその原動力は付属校であり、立教池袋高校、立教新座高校ゴルフ部からの供給なしでは厳しいというの

が現実です。毎年１～２名でも付属校ゴルフ部から入部があり、そこへアスリート入試による入部者が加

われば、恐らくＢブロックでの優勝争いが可能な部運営が出来ることになるかと思われます。今年、来年

中では難しいかと思いますが、現在の付属校には将来有望な選手が数多く在籍しており、中でも池袋の中

学校ゴルフ部には今すぐにでも大学で活躍出来る程の素晴しい部員がおりますので、彼らが大学生となる

数年後を目標に、強い立教大学体育会ゴルフ部の復活を目指して頑張りたいと思います。 
 

監督 青木 克益（昭和 63 年） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      春季男子リーグ戦 平成 21 年 5 月 30 日 茨城ロイヤルＣＣ 
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順位 大学名 １日目 ２日目 TOTAL 個人別成績

1 神奈川大学 398 388 786 名前（学年） OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL

2 東海大学 401 403 804 佐藤（4年） 39 44 83 43 41 84

3 学習院大学 410 396 806 長田（4年） 44 41 85 47 45 92

4 城西大学 417 430 847 友田（2年） 47 46 93 44 43 87

5 山梨学院大学 431 421 852 黒川（2年） 46 50 96 46 52 ※98

6 拓殖大学 442 418 860 竹生（2年） 54 61 ※115

7 立教大学 433 430 863 武山（2年） 47 48 95

8 大東文化大学 490 460 950 金沢（1年） 38 38 76 34 38 72

小川（1年）

順位 大学名 １日目 ２日目 TOTAL 個人別成績

1 日本体育大学 225 226 451 名前（学年） OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL

2 中央学院大学 236 229 465 秋山（3年） 52 53 105 58 50 108

3 学習院大学 285 280 565 内田（2年） 55 47 102 46 49 95

4
東洋英和女学院大
学 285 284 569 六本木（2年） 52 54 106 49 48 97

5 玉川大学 292 281 573

6 立教大学 313 300 613

優勝校はAブロック昇格　　６位校はCブロック降格

１日目 ２日目

以上の結果、玉川大学のＢブロック昇格が決定。本学は残念ながらＣブロック降格。

平成21年度関東大学女子春季Ｂブロック対抗戦

平成２１年６月３日（水）～４日（木）　於　茨城ロイヤルカントリー倶楽部　６０５５yards　Par７２

２日間36ホールストロークプレー。5人エントリー、4人出場、上位3人のトータルスコアで順位を決定。

１日目 ２日目

上記の結果、神奈川大学のＢブロック昇格。本学、大東文化大学のDブロック降格が決定。

平成21年度関東大学男子春季Cブロック対抗戦

平成２１年５月２９日（金）～３０日（土） 於　茨城ロイヤルカントリー倶楽部　７０４７yards　Par７２

１日１８ホール、２日間計３６ホール・ストロークプレー。8人エントリー、上位５名のトータルスコアにより順位を決定

優勝校はＢブロック昇格　　７位・８位校はＤブロック降格
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順位 大学名 １日目 ２日目 最終成績 個人別成績

1 富士大学 413 385 798 名前（学年） OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL

2 筑波大学 426 433 859 佐藤（4年） 39 43 82 38 39 77

3 立教大学 437 425 862 長田（4年） 47 43 90 44 45 89

4 成蹊大学 433 434 867 竹生（2年） 44 46 90 43 46 89

5 帝京大学 441 434 875 黒川（2年） 49 49 98 46 42 88

6 青山学院大学 456 449 905 友田（2年）

7 大東文化大学 462 471 933 武山 （2年）

8 玉川大学 538 496 1034 金沢 （1年） 38 39 77 41 41 82

小川 （1年） 45 54 ※99 47 53 ※100

順位 大学名 １日目 ２日目 TOTAL 個人別成績

1 東北学院大学 258 264 522 名前（学年） OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL

2 明治大学 287 281 568 秋山（3年） 49 49 98 50 55 105

3 立教大学 281 293 574 内田（2年） 47 43 90 46 46 92

4 成蹊大学 303 289 592 六本木（2年） 46 47 93 47 49 96

5 上智大学 300 299 599 荻原（1年） 56 59 ※115

6 成城大学 296 304 600 金子（1年） 61 63 ※126

7 日本女子大学 311 323 634

8 大妻女子大学 339 371 710

上記の結果、東北学院大学のＢブロック昇格が決定。本学はCブロック残留。

平成21年度関東大学男子秋季Ｄブロック対抗戦

平成21年9月1日（火）～2日（水） 於　高崎KGカントリークラブ　6635yards Par72

２日間36ホールストロークプレー。8人エントリー、6人出場、上位5人のトータルスコアで順位を決定

優勝校はＢブロック昇格　　７位・８位校はＤブロック降格

１日目 ２日目

上記の結果、富士大学、筑波大学のCブロック昇格と大東文化大学、玉川大学のEブロック降格が決定。本学はDブロック残留

平成2１年度関東大学女子秋季Ｃブロック対抗戦

平成21年9月15日（火）～16日（水） 於　サザンヤードカントリークラブ　5805yards Par72

２日間36ホールストロークプレー。5人エントリー、4人出場、上位3人のトータルスコアで順位を決定。

優勝校はＢブロック昇格　　６位校はＤブロック降格

１日目 ２日目
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【男子】

1位 日本大学 1位 神奈川大学 1位 慶應義塾大学

2位 東北福祉大学 2位 駒澤大学 2位 学習院大学

3位 中央学院大学 3位 法政大学 3位 成城大学

4位 専修大学 4位 早稲田大学 4位 東海大学

5位 日本体育大学 5位 中央大学 5位 山梨学院大学

6位 明治大学 6位 東北学院大学 6位 東京大学

7位 拓殖大学

8位 城西大学

1位 富士大学 1位 明治学院大学 1位 東京農業大学

2位 筑波大学 2位 千葉商科大学 2位 千葉工業大学

3位 立教大学 3位 東北大学 3位 東京都市大学

4位 成蹊大学 4位 一橋大学 4位 國學院大學

5位 帝京大学 5位 城西国際大学 5位 武蔵大学

6位 青山学院大学 6位 獨協大学 6位 順天堂大学

7位 大東文化大学 7位 横浜商科大学 7位 千葉大学

8位 玉川大学 8位 上智大学

【女子】

1位 日本大学 1位 中央学院大学 1位 東北学院大学

2位 法政大学 2位 駒澤大学 2位 明治大学

3位 東北福祉大学 3位 玉川大学 3位 立教大学

4位 日本体育大学 4位 聖心女子大学 4位 成蹊大学

5位 慶應義塾大学 5位 学習院大学 5位 上智大学

6位 専修大学 6位 東洋英和女学院大学 6位 成城大学

7位 日本女子大学

8位 大妻女子大学

平成21年度秋季ブロック対抗戦終了順位

Aブロック Bブロック Cブロック

Dブロック Eブロック Fブロック

Aブロック Bブロック Cブロック
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平成２１年度幹部挨拶 
 
 

 平成２１年度立教大学体育会ゴルフ部男子の結果は、春季リーグ 
戦でＤブロックに降格し、秋季リーグ戦は３位と、Ｃブロックへ昇 
格することはできませんでした。主将である私の力が至らず、申し 
訳ありませんでした。 
青木監督をはじめ、ご声援を掛け続けて下さったＯＢ・ＯＧの方 

々のご期待に応えることができず、非常に心残りであります。 
今後の課題は、アスリート選抜入試による部員の獲得やゴルフ初 

心者が下級生時代からリーグ戦で活躍できる環境の整備であると考 
えています。 
後輩たちがこれらの課題を乗り越え、まずＣブロックへ昇格し、Ｂブロックで対等に戦えるレベルへの

底上げを実現してくれることを願っています。 
後になりましたが、支えて下さった多くのＯＢ・ＯＧの皆様に厚く御礼申し上げます。今後も後輩たち

へ変わらぬ御指導・御声援をよろしくお願い申し上げます。 
 

主将 佐藤 礼弥 
 

 
 私の女子主将としての目標は、B ブロックを守り抜くことと後輩の育

成をすることでした。 
しかしながら、昨年の春季リーグ戦で C ブロックに降格し、B ブロッ

クを守ることはできませんでした。レギュラーとしての試合経験が少な

く、また何よりも一学年上の先輩に常に頼っていた私の実力が至らなか

ったことが降格の要因だと考えています。 
後輩たちは初めてのリーグ戦にもかかわらず本当によく頑張ってく

れました。 
                後輩の育成に関しましては、青木監督や男子部員とも連携し部を挙げ

て取り組んだ結果、ゴルフ初心者の一年生が秋季リーグ戦でベストスコアを出すなど一定の成果を上げる

ことができました。必ず後輩たちが B ブロック昇格を果たしてくれると信じております。 
 後になりましたが、昨年度は多くの OB・OG の皆様にご声援を頂き、大変心強く思いました。どうも

ありがとうございました。今後とも変わらぬご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。 
 

                        女子主将 秋山紀子 
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平成２２年度幹部挨拶 

 

この度、平成２２年度立教大学体育会ゴルフ部主将を務めさせて頂く 
ことになりました、平山尚樹です。 

昨年度、立教大学体育会ゴルフ部は D ブロック降格という不甲斐無 
い成績に終わってしまいました。そのため、私の役割の第一は立教大 
学の C ブロック復帰を果たし昨年度の成績を払拭することであり、 
現在も部員一同その実現のために日々切磋琢磨しております。 
しかし C ブロック復帰はあくまで通過点であり、将来的には B ブロ 

ック、A ブロックへの昇格を狙えるようなチームを作ることが私の 終 
的な役割であると考えております。アスリート選抜入試が本格的に始まり、現在過渡期にある立教大学体

育会ゴルフ部ですが、これまで諸先輩方が築かれてきた伝統を守りつつ、将来を志向した改革にも積極的

に取り組むことで、今後の立教大学体育会ゴルフ部のさらなる発展に貢献したいと思っております。 
後になりましたが、日頃からご支援・ご声援を頂いております青木監督ならびに OB・OG の皆様に心

から御礼申し上げます。皆様方のご期待に応えられるよう、部員一同全力で頑張っていきたく思います。

これからも変わらぬご支援・ご指導のほどをよろしくお願い申し上げます。 
 

主将 平山 尚樹 
 

 

この度、平成２２年度立教大学体育会ゴルフ部女子主将を務めさ

せていただくことになりました、内田麻美です。 

私の今年度の目標は、リーグ戦でＢブロックに昇格することと立

教大学体育会ゴルフ部の伝統をしっかりと継承していくことです。 

まず一つ目の目標であるＢブロック昇格です。昨年の春季リーグ

戦で残念ながらＣブロックに降格してしまいました。 

一昨年の秋季リーグ戦で先輩方が全力でＢブロックに昇格させ

て下さったものを、一回で降格させてしまったことは非常に悔しく

思います。今年は新たな戦力も加わりましたので、Ｂブロックに昇 

格出来るよう部員一同練習に励みたいと思います。 

次に二つ目の目標である伝統の継承です。今年度、アスリート選抜入試から我がゴルフ部に女子が一名

入部しました。しかし彼女だけを特別扱いするのではなく、きちんとルールやマナーを身に付けさせたい

です。立教大学体育会ゴルフ部では社会に出てからも恥ずかしくない人間に育てるということも部全体の

大きな核となっており、部活の方針が幾つか変更されてもそこだけは譲れないものです。それに加えて、

来年度は四年生女子がおらず三年生女子がトップに立ちます。彼女たちにもこの伝統を継承してもらう為

にも、今年度は私がしっかりと礼儀正しさを身に付けさせたいと思います。 

後になりますが、現役部員はＯＢ・ＯＧの方々のご支援のお陰でゴルフが出来ています。そのことに感

謝すると同時に、これからも皆様の温かいご支援ご指導の程よろしくお願い致します。 

 

女子主将 内田 麻美 
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第８回 立教「大学」「新座高校」「池袋中・高校」 対抗戦 

 
台風９号の接近による大雨で、８月１０日に行われる予定だった対抗戦は中止となり、１２月２５日に

行われました。 
団体戦は池袋校の中学生などの活躍により、初めて大学が敗れるという結果に終わりました。尚、個人

戦では金沢(国際経営学科１年)が 68 ストロークでメダリストとなりました。 
 
 

              2008 年 12 月 25 日 古河ゴルフリンクス 

第一位 立教池袋中学・高校 631 ストローク 

第二位 立教大学 650 ストローク 

第三位 立教新座高校 738 ストローク 

※各校上位８名の合計スコア 

 

個人メダリスト ： 金沢隆光 68 ストローク 

高校の部 メダリスト ： 沼沢慧太 78 ストローク 

中学の部 メダリスト ： 高橋晋伸輔 71 ストローク 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

全学生集合写真                  中学の部メダリストで表彰を受ける高橋晋伸輔君 
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立教小学校におけるスナッグゴルフ 活動報告 

 

現在、大学ゴルフ部ＯＢのボランティア活動によって、立教小学校の３年生４年生を対象に、体育の授業

の中でスナッグゴルフというツールを使用してゴルフを教えています。 
また、代表チームも結成して対外試合にも出場しています。 
2009 年度は、４年生の代表チームが東京都大会に出場して見事３連覇を果たすとともに、続いて行われた

全国大会においても５年ぶりの優勝に輝き、全国制覇を果たしました。 
さらに秋に行われた関東大会では、立教小学校４年生５年生６年生チームが、１位２位３位を独占しまし

た。 
 
○スナッグゴルフＪＧＴＯカップ全国大会 2009.6.6 宍戸ヒルズ 

順位 学校名 ストローク 順位 学校名 ストローク 

優 勝  立教小学校（東京）   131 １１位  伊江村立西小学校（沖縄）  146 

２位  森町立宮園小学校（静岡）   135 １２位  神戸市立塩屋北小学校（兵庫）   146 

３位  笠間市立稲田小学校（茨城）  137 １３位  東海村立中丸小学校（茨城）   152 

４位  笠間市立北川根小学校（茨城）  137 １４位  早川町立早川北小学校（山梨）  154 

５位  成田市立加良部小学校（千葉） 141 １５位  日進市立西小学校（愛知）  155 

６位  笠間市立友部小学校（茨城）  141 １６位  大田区立池雪小学校（東京）   156 

７位  東広島市立三ツ城小学校（広島） 143 １７位  東広島市立板城小学校（広島） 163 

８位  笠間市立岩間第三小学校（茨城） 145 １８位  那珂市立芳野小学校（茨城）   166 

９位  印西市立西の原小学校（千葉） 145 １９位  赤磐市立軽部小学校（岡山）  175 

１０位  笠間市立佐城小学校（茨城）  145 ２０位  桑名市立藤が丘小学校（三重）  187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本ゴルフツアー選手権出場プロ直筆サインパネルを贈呈された立教小学生   小泉ＪＧＴＯ会長より表彰状を授与される 
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○スナッグゴルフ関東小学生チーム選手権 2009.11.28 ノーザンＣＣ 

順位 団体名 ストローク 

１位 立教小学校５年生 126 

２位 立教小学校４年生 131 

３位 立教小学校６年生 135 

４位 トゥルーゴルフアカデミーＡ 139 

５位 慶応義塾幼稚舎ゴルフクラブＫ 141 

６位 池雪アンビシャスＡ 145 

７位 立教小学校３年生 146 

８位 慶応義塾幼稚舎ゴルフクラブＥ 149 

９位 トゥルーゴルフアカデミーＢ 153 

１０位 慶応義塾幼稚舎ゴルフクラブＯ 157 

１１位 慶応義塾幼稚舎ゴルフクラブＩ 162 

１２位 チーム農園Ｂ 163 

１３位 池雪アンビシャスＢ 165 

１４位 日高ＳＧＣ 170 

１５位 大平台フェニックス 173 

 以下順位省略  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立教小学校 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生チーム 
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第１号議案： 2009 年度（平成 21年度）事業報告 

  

2009 年  4 月 15 日    ゴルフ部 50 年史、記念プレート発送 

     4 月 24 日 総会 及び 懇親パーティー 於：八重洲倶楽部 
    5 月 23 日    OB 会総務幹事会 

    6 月 9日   OB 会ゴルフ会 於：我孫子ゴルフ倶楽部 

 6 月 23 日 立教大学体育会 OB・OG クラブ定期総会 於：太刀川記念館 

 8 月 3～7日 男女合同夏季一般合宿 

    8 月 24 日     立教大学体育会 OB・OG クラブゴルフ大会 於：狭山ゴルフクラブ 

 9 月 24 日 OB 会総務幹事会 

    9 月 28 日    成城大学体育会ゴルフ部創部 50 周年記念ゴルフ大会 於：東京ゴルフ倶楽部 

 10 月 7 日       第 31 回関東八大学 OBゴルフ大会 於：武蔵カントリークラブ 

 11 月  立教大学体育会 OB・OG クラブ各部会長懇談会 

    11 月 27 日   立教大学野球部創部 100 周年記念祝賀会 於：ホテルメトロポリタン 

2010 年 1 月 22 日    OB 会総務幹事会 

 1 月  立教大学体育会総会 於：タッカーホール 

 3 月 8～12 日  男女合同春季一般合宿  

    3 月 26 日 OB 会総務幹事会 

第２号議案： 2009 年度（平成 21年度）収支決算報告  

第３号議案： 2010 年度（平成 22年度）事業計画     

2010 年 4 月 16 日 総会 及び 懇親パーティー 於：八重洲倶楽部 

 6 月         立教大学体育会 OB・OG クラブ定期総会 於：太刀川記念館 

    6 月 16 日    関東八大学懇親会 於：ホテルモントレ銀座 

6 月 19 日    学年幹事会 於：立教大学池袋キャンパス 五号館 5303 

    7 月  OB 会総務幹事会 

    7 月      臨時総会 

    7 月 23 日    OB 会ゴルフ大会 於： 飯能ゴルフクラブ 

 8 月 2～6日 男女合同夏季一般合宿 

    8 月 30 日     立教大学体育会 OB・OG クラブゴルフ大会 於：狭山ゴルフクラブ 

 9 月  OB 会総務幹事会 

 10 月 19 日      第 32 回関東八大学 OBゴルフ大会 於：霞ヶ関カンツリークラブ 

    11 月 15 日   中央大学ゴルフ部 OB会 50 周年記念ゴルフ大会 於：狭山ゴルフクラブ 

 11 月  立教大学体育会 OB・OG クラブ各部会長懇談会 

2010 年度（平成 22 年度） 立教大学体育会ゴルフ部 OB 会総会 

4 月 16 日（金） 於：八重洲倶楽部 
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 12 月  OB 会総務幹事会  

2010 年 1 月  立教大学体育会総会 於：タッカーホール 

    1 月      OB 会名簿作成 

    2 月      OB 会名簿発送 

 3 月 7～11 日  男女合同春季一般合宿 

    3 月  OB 会総務幹事会 

 

第４号議案： 2010 年度（平成 22年度）収支予算  

 

第 5号議案： 役員改選 

    

役員候補（12名） 

 

   中島 敬夫（昭和 46 年）、菅 眞知（昭和 45 年）、松波 頼明（昭和 46 年） 

宮坂  衞（昭和 46 年）、山口 高（昭和 46 年）、浅井  隆（昭和 48年） 

瀧澤 光男（昭和 49 年）、野口 勝（昭和 49 年）、須藤 敏之（昭和 50年） 

海老原寿人（昭和 55 年）、北口 博（昭和 58 年）、青木 克益（昭和 63年） 

 

報告事項 

 

  立教大学体育会ゴルフ部 OB 会 50 周年記念事業総括 

 

 

以 上 

 

 

５０年史発刊後ご寄付を頂いた OB会員は次のとおりです。（敬称略） 

ありがとうございました。 

 

吉田 光男（昭和 37 年） 遠藤 洋三（昭和 39年） 
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平成２１年度ゴルフ会報告 

 

立教大学体育会ゴルフ部 OB 会ゴルフ大会 
平成 21 年 6 月 9 日（火） 我孫子ゴルフ倶楽部 
参加人数 18 名（敬称略） 
 

順位 卒年 氏　　名 ｸﾞﾛｽ ﾈｯﾄ 順位 卒年 氏　　名 ｸﾞﾛｽ ﾈｯﾄ
1位 昭63 青木 克益 79 69.4 11位 昭41 佐野 公胤 78 74.4
2位 昭45 菅　 真知 83 72.2 12位 昭49 大井田　雅威 78 74.4
3位 昭55 海老原 寿人 83 72.2 13位 昭36 金井　浩 91 76.6
4位 昭63 川上 恭弘 77 72.2 14位 昭41 関口　雅章 90 76.8
5位 平15 小坂 徳郎 77 72.2 15位 昭36 小泉　直 95 77.0
6位 昭50 須藤 敏之 80 72.8 16位 昭41 田中 章夫 83 77.0
7位 昭51 櫨　秀和 83 73.4 17位 昭46 山口　高 88 77.2
8位 昭49 瀧澤 光雄 76 73.6 18位 昭46 宮坂   衞 112 90.4
9位 昭46 中島 敬夫 75 73.8
10位 昭38 松本　 徹 92 74.0  

同ネットは年齢を優先し順位を決定。ベスグロは中島会長。 
 
 

立教大学体育会 OBOG クラブゴルフ大会 
平成 21 年 8 月 24 日（月） 狭山ゴルフクラブ 
参加人数 23 部 105 名（内ゴルフ部 OB 会員 13 名） 
 

順位 卒年 氏名 GRS HDC NET 順位 所属 人数 NET合計
7 昭51 櫨　秀和 75 2.4 72.6 1 テニス部 8名 216.8
13 昭45 菅 真知 79 6.0 73.0 2 剣道部 4名 218.2
16 昭46 山口 高 84 10.8 73.2 3 ゴルフ部 13名 218.8
17 昭41 佐野 誠子 89 15.6 73.4 4 日本拳法部 8名 221.0
24 昭63 青木　克益 77 3.6 73.4 5 馬術部 5名 221.4
30 昭41 田中 章夫 89 14.4 74.6 6 ソフトテニス部 4名 221.5
38 昭41 佐野 公胤 81 6.0 75.0 7 ヨット部 7名 221.8
39 昭46 中島 敬夫 81 6.0 75.0 8 バドミントン部 6名 222.4
40 昭38 松本　徹 92 16.8 75.2 9 卓球部 4名 223.4
49 昭58 北口 博 83 7.2 75.8 10 サッカー部 7名 223.6
64 昭41 古澤 正弘 89 12.0 77.0 11 応援団 7名 225.2
75 昭50 宮下 治也 85 7.2 77.8 12 空手部 4名 225.6
78 昭46 宮坂　衞 101 22.8 78.2 13 バスケット部 4名 230.0

14 ボート部 4名 230.6
15 陸上競技部 5名 231.2

16 バレーボール部 4名 233.0

レスリング部 2名

ラグビー部 2名
重量挙げ部 2名
ローラホッケー部 2名
アメラグ部 1名
ハンドボール部 1名
スケート部 1名

105名

対象外

合計  
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第 31 回  関東八大学 OB 懇親ゴルフ大会 
平成 21 年 10 月 7 日（水） 武蔵カントリークラブ笹井コース 
参加人数 73 名 
個人戦 ハンディキャップ方式 
団体戦 参加選手上位 6 名のグロストータル 
 

個人戦　ﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟ方式 団体戦　

順位 卒年 氏名 ｸﾞﾛｽ HDCP ネット 順位 大学名 合計

8位 昭46 宮坂　衞 93 22 71.0 1位 慶応義塾 449

13位 昭51 櫨　秀和 76 3 73.0 2位 早稲田大学 455

38位 昭55 海老原寿人 81 4 77.0 3位 明治大学 486

44位 昭50 宮下　治也 83 5 78.0 4位 学習院大学 489

47位 昭46 山口　高 87 9 78.0 5位 中央大学 490

70位 平08 江口　寿和 87 1 86.0 6位 法政大学 497

71位 昭45 菅　真知 89 3 86.0 7位 立教大学 503

8位 上智大学 504  

 
 

 OB 会ゴルフ会他各競技へご参加いただいた OB・OG 会員の皆様お疲れ様でした。 
 今年度も、OB 会ゴルフ会を 7 月 23 日（金曜日）に飯能ゴルフクラブで開催いたしますので 
多数の OB・OG 会員のご参加を期待しております。 
なお、参加要領につきましては１７ページ案内文書をご参照下さい。 
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平成 21 年度 OB 会費納入者名一覧表（敬称略） 平成 21 年 4 月～平成 22年 3月 

 

卒年 氏名 卒年 氏名 卒年 氏名 卒年 氏名 卒年 氏名

昭32 粕谷 唯一 昭42 原田 忠之 昭49 坂田 一郎 昭62 古屋 裕子 平11 吉田   琢

昭33 長谷川 弘二 昭42 西沢 好昭 昭49 川島 幸夫 昭63 井上 剛志 平12 神田 好一郎

昭34 池田 謙二郎 昭42 檜山 圀彦 昭49 泉   俊三 昭63 川上 恭弘 平12 越田   享

昭35 飯沼 武久 昭42 川田 太三 昭49 平塚 徹夫 昭63 野口 治郎 平12 遠藤 大介

昭35 久保田 赳夫 昭42 鈴木 良三 昭49 神田 善夫 昭63 青木 克益 平13 横倉 正人

昭35 藤ヶ崎 睦美 昭42 勝又 基夫 昭49 大井田 雅威 昭63 村田 弘美 平13 吉井 庸之

昭35 金澤 良信 昭43 梅本 久子 昭50 中島 久夫 平01 金山 俊明 平13 鵜川 陽夫

昭36 小泉　 直 昭43 小山 博通 昭50 宮下 治也 平01 森山 奈美江 平13 岡本 賢人

昭36 星合 敏彦 昭43 田中 一成 昭50 須藤 敏之 平01 森田 さえ子 平14 朝野 照章

昭36 遠藤　 伸 昭43 貝谷 忠彦 昭50 勝又 康夫 平02 岡田 光史 平14 鈴木 康友

昭36 恩田 幸正 昭43 金井 知彦 昭50 伊藤 雄夫 平02 乗附 和明 平14 雨宮 重子

昭36 金井　 浩 昭44 鈴木 伸雄 昭51 櫨　 秀和 平02 大西 しずか 平15 矢作 圭翼

昭36 倉島 光一 昭44 村上 博典 昭51 大畑 栄之 平02 内山 明子 平15 萩野谷 順子

昭36 八木下 省三 昭44 加瀬 正彦 昭51 城村 秀身 平02 廣瀬 義徳 平15 丸山 大輔

昭37 林　　　孝 昭44 増田 智恵 昭52 鈴木 正敏 平03 春日 照貴 平15 三浦 真理子

昭38 笠原 康宏 昭44 桧山 弘子 昭53 小澤　省一 平03 湯浅 康弘 平15 小坂 徳郎

昭38 松本　 徹 昭45 木村 憲司 昭53 藤田 明弘 平03 福原 智子 平15 鈴木 聡史

昭38 湯浅 紀男 昭45 大畑 公一 昭54 飯田   洋 平03 北村 織江 平16 島田 章子

昭38 志村 輝雄 昭45 菅　 真知 昭54 猪飼 武久 平04 細谷 昭久 平17 菊池 久美子

昭38 田中 正昭 昭45 小池 清次 昭55 山崎 哲義 平04 湯浅 吉博 平17 原 千登勢

昭38 加島 泰二 昭45 原      篤 昭55 海老原 寿人 平05 角田   岳 平18 西尾 雄飛

昭38 伊藤　 庸 昭45 佐藤 勝彦 昭56 小浜 達也 平06 落合 和彦 平19 石川 悠太

昭38 滝川 静子 昭45 阿部   武 昭56 渡邉 哲也 平06 上保 裕樹 平19 加賀山 雅

昭38 前田 啓子 昭45 長堀 浩一 昭56 矢部 徹也 平07 宮崎 リサ 平19 小暮 一充

昭39 武藤 一彦 昭45 木内 藤男 昭57 狩野 達男 平07 飯田 健一 平19 中島 由美子

昭39 村田 義昭 昭45 鈴木 弘子 昭58 北口   博 平07 中村 香奈子 平20 釣部 雅義

昭39 伊東 祐次 昭46 中島 敬夫 昭58 斎   孝浩 平08 菱山 亜紀 平21 別府 弘章

昭39 原 紀世子 昭46 松波 頼明 昭59 今井 克典 平08 永海 幸伸 平21 片桐 幸之助

昭41 酒井 敬子 昭46 峰岸 裕行 昭59 増田   剛 平09 北村 友子 平21 松本 慎平

昭41 池上 啓子 昭46 城   立仁 昭59 斉藤 正久 平09 平野 義三 平21 寺尾 洋介

昭41 野村 恭子 昭46 宮坂   衞 昭59 鈴木 淳也 平09 中上 京子 平21 原田 陽平

昭41 明浦 克夫 昭46 山口   高 昭59 山本 浩二 平09 川俣 雅昭 平21 川島 栄太郎

昭41 後関 満之 昭47 稲川   一 昭59 会田 美智弥 平09 角田 昌浩 平21 渡  美貴子

昭41 佐野 公胤 昭47 永瀬 一雄 昭59 入江 誠一 平09 平野 裕実 平21 秋山 紘子

昭41 野島 洋二 昭48 浅井   隆 昭60 内藤 千織 平09 藤井　 靖 平21 原  亜裕美

昭41 白石 大史 昭48 木村 恭介 昭60 風見 一雄 平09 川俣 奈央 平21 服部 小百合

昭41 関口 雅章 昭48 片岡　康夫 昭60 蜂須賀 恵津子 平10 石渡 一郎 平21 久恒 葉月

昭41 関根 守夫 昭49 瀧澤 光雄 昭61 松田 千代美 平10 安部 真司 平21 窪田 百合子

昭41 武笠 全一朗 昭49 相沢   正 昭61 桑原 孝子 平10 近藤 将人 平22 佐藤　礼弥

昭41 田中 章夫 昭49 野口   勝 昭61 笠井 由紀子 平10 鳴川 万希子 平22 長田 和也

昭41 鈴木 百子 昭49 石井 定明 昭62 笹田 和典 平10 宮腰 保志 平22 秋山 紀子

昭41 佐野 誠子 昭49 相沢 辰男 昭62 古屋 嘉一 平11 根岸 睦人  

 
 OB 会員の皆様には、昨年度も OB 会費を納入頂き有難うございました。なお、OB 会費納入方法に 

つきましては出来るだけ口座振替をお願いしておりますので、手続きについては下記宛ご連絡下さい。 

〒161-0034 新宿区上落合 2-25-9 会計幹事 野口 勝（昭和 49 年） 携帯 090-7900-1710 

OB 会口座：三菱東京 UFJ 銀行 東中野支店 普通預金 口座番号 ００７６０８３ 

立教大学体育会ゴルフ部 会計 野口勝 
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平成２２年５月 

ＯＢ会会員各位 

会長 中島 敬夫 

 

平成２２年度立教大学体育会ゴルフ部ＯＢ会ゴルフ大会開催のお知らせ 

 

 拝啓 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 

平素は、ＯＢ会の運営にご協力いただき厚くお礼申し上げます 
 さて、表題の件について下記のとおり開催しますのでご案内いたします 

 多数のＯＢ・ＯＧ会員の皆様方に是非ともご参加を賜りたくお願い申し上げます 

敬 具 

記 
１ ＯＢ会ゴルフ大会開催日程 

日  時  平成２２年７月２３日（金） 
        午前９：３０分スタ－ト（午前９時キャディーマスター室前集合） 

  場  所  飯能ゴルフクラブ（http://hannogc.co.jp/） 

        〒３５７－００１３ 埼玉県飯能市芦苅場４９５ 

        ＴＥＬ ０４２－９７２－３６８０ 

        西武線 飯能駅 北口からクラブバス約１５分 

        主なクラブバス発車時刻表 ７：２５ ７：５０ ８：１０ 

  会  費  無 料 

  お 願 い  できましたらコンペ賞品のご協賛をお願いいたします 

        （3,000 円～5,000 円程度） 

 

※ プレ－終了後懇親会を予定しておりますので、当日はなるべく電車でお越し下さい 

 

２ ご回答について 

  ７月９日（金）までに下記あてＦＡＸ又はメールで出席のご回答をお願いいたします 

 

３ お問い合わせ先 

  立教大学体育会ゴルフ部ＯＢ会 事務局 山口 高（昭和 46 年卒） 
  〒１５７－００６２ 世田谷区南烏山３－２２－１７－８０４ 

  ＦＡＸ ０３－３３０７－１８６１（裏面の回答票をご利用下さい） 

  メール（PC）rokapark3307@yahoo.co.jp （携帯）rokapark3307sbm@softbank.ne.jp 

  携帯 ０８０－３４２２－１９４９ 

以 上 
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回 答 票（ゴルフ大会出席申込） 

ＦＡＸ ０３－３３０７－１８６１ 

立教大学体育会ゴルフ部 OB 会事務局宛 
 

卒業年度 昭和／平成     年卒 

フリガナ  

お名前 
 

連絡欄 

 

 

 

 

 
※ 組み合わせのご希望等がありましたら連絡欄へご記入下さい 
山口 高（昭和４６年卒） 
ＦＡＸ  ０３－３３０７－１８６１ 

アドレス（PC）rokapark3307@yahoo.co.jp （携帯）rokapark3307sbm@softbank.ne.jp 

 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
― この会報は皆様からお振込みいただいた OB 会費によって製作されています ― 

 

平成 22 年度立教大学体育会ゴルフ部ＯＢ会 会報 

発行者： 立教大学体育会ゴルフ部ＯＢ会 

事務局： 東京都豊島区西池袋三丁目 立教大学内 

発行人： 中島 敬夫   編集人： 青木 克益、山口 高 

http://www2.odn.ne.jp/rikkyo-golf/ 

（立教大学体育会ゴルフ部ウェブサイトにて、ゴルフ部の最新情報をご覧ください。）  


