今井会長の開会挨拶、中谷准教授、
仙崎前会長の祝辞に続き、山本名誉会
長による乾杯のご発声でいよいよ宴
が始まります。
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新年のご挨拶
八景会会長

今井

世代を超えての歓談が続く中、会場
内では現役の試合のビデオ視聴や現
行ルール説明のコーナーも。その後は
年代別に順番に壇上にあがり現役時
代の“今だから話せる”エピソードで
盛り上がりました。

勝巳

八景会の皆様、明けましておめでとうございます。お健やかに新年お迎えになったこ
とと存じます。日頃は八景会の運営ならびに現役への支援に格別のご高配を賜り厚く御
礼申し上げます。本年も宜しくお願い申し上げます。
さて、昨年 12 月、本学キャンパスで開催された創部 60 周年記念祝賀会には大勢のＯ
Ｂ・ＯＧの皆さまにご参加頂き、誠にありがとうござました。現役の男子部、女子部も
加わって、総勢 140 名の昭和と平成世代のチームが一つになって明るく楽しい語り合い
の親睦、交流の場となり、大盛況の宴となりました。山本名誉会長をはじめとする諸先
輩方、また遠方より参加いただいた方々にはさらに感謝申し上げます。次の 70 周年を目
指して全員が健康年齢をキープして頂きたく念願します。
その 60 周年節目の年、現役の秋季リーグ成績は、男子部が 2 部 6 位、女子部は 2 部 4
位でした。
「一番大切なのは、準備をしっかりして、ベストを尽くすかどうかだ。それさ
え出来ていれば結果がどうであれ満足できる。」これは、あのイチロー選手が、ふと吐露
したコメントですが、スポーツの基本そのものと深く心に響きました。しかし一方で、
一ＯＢとしては、ひとつでも多く勝って、願わくば 1 部昇格を果たしてくれたらどんな
に嬉しいことでしょう。次の 10 年、現役諸君には新たな気持ちでスタートし、素晴らし
い試合ドラマを展開してくれることを期待したいと思います。
最後になりますが、本年も八景会運営のために皆様方の寛大なる年会費へのご協力を
お願い申し上げます。なお、八景会総会は、3 月 12 日（土）午後 4 時よりシーガル会館
にて開催いたします。ご参加のほどよろしくお願い申し上げます。
創部 60 周年記念祝賀会開催
2015 年 12 月 5 日（土）、12 月とはいえ例年に比べると温かく且つ快晴の絶好のコンデ
ィションの下、横浜市大シーガル会館において創部 60 周年記念祝賀会が盛大に開催され
ました。
遠くは九州、四国、中国地方から参加して頂いたＯＢ・ＯＧ92 名に加え現役男女 48 名の
計 140 名の新旧部員が集まりました。開会に先立ち、まずは全員で集合写真撮影。
上は 80 代から下は現役一年
生の 10 代まで 60 年という歴
史の長さを実感させられる一
枚の写真が出来上がりました。

楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。余裕をもって準備したはずのアルコー
ル類がすっかりなくなりかけたころ、ホッケー部の唄、校歌、大磯氏のエールで宴はク
ライマックスとなり、唐木名誉副会長の中締めの挨拶で無事お開きとなりました。
祝賀会に参加されたＯＢ・ＯＧはもちろんのこと、残念ながら出席できなかったもの
の記念誌に寄稿してくださった方々、日頃より八景会をご支援くださる皆さまのおかげ
で無事に祝賀会を執り行うことができました。大変ありがとうございました。また、当
日の運営をサポートし大いに盛り上げてくれた現役部員にも感謝いたします。

御祝金ありがとうございました
大塚 隆様
山本道昌様
中崎光男様
唐木元彦様
中島信義様
榎並健三様
米田眞彦様
亡 由良 智殿 令夫人 孝様

当日出席できなかった方からの近況報告を一部ご紹介します （敬称略）
S34 年卆
S50 年卆
S57 年卆
H8 年卆

H11 年卆
H24 年卆
H26 年卆

渡邉毅一
藤原公司
大塚博之

80 の坂を前に体力の低下を気力でなんとか生きています
学習サポーター等教育から足の洗えない日々を送っております
最近はサッカー好きとなり、J リーグの応援に時々ですが札幌のスタヂア
ムに行っております
牛木貴公 先日掃除をしていたら、ほこりをかぶったスティックが出てきました。
私立中学では女子の体育の授業に普通にホッケーがあったりして時の流
れを感じています。あんなにマイナーなスポーツだったのに！
矢嶋真樹 大阪国税局に勤務。一女（3 才）一男（1 才）の子育てに奮闘中です
垣本佳奈 現在、九州転勤中です
星一輝
関西でのびのびと生活しております

男子部便り
男子部主将

根城

啓道

八景会の皆様、明けましておめでとうございます。男子部新キャプテンを務めさせて
いただくことになりました根城啓道です。
男子部は、昨年 3 部優勝ならびに 2 部昇格し、秋季リーグでは 2 部 6 位という結果を
残しました。右肩上がりに、着実にレベルアップしてきているチームのキャプテンを務
めるということは、とても責任が重く、プレッシャーを感じていますが、逆にこのよう
なポジションに立てることに喜びを感じ、楽しんで一年間ホッケーをプレイしていきた
いと思っています。
今後もＯＢの皆様方にはご迷惑をおかけする場合もあるかとは思いますが、部員一同、
一生懸命前進していきますので、何卒応援の方をよろしくお願いいたします。
Ｈ27 年 男子部秋季リーグ戦績
2 部リーグ（A プール）
△成城大 2-2 ●一橋大 0-2
順位決定予選
○防衛大 2-1
5-6 位決定戦
●中央大 1-2
結果：2 部 6 位

●武蔵大

Ｈ27 年 女子部秋季リーグ戦績
2 部リーグ（B プール）
○東女大 5-0 ○東海大 7-0
順位決定予選
●学習院 2-2（SO* 2-3）
3-4 位決定戦
●津田塾 2-2（SO* 3-4）
結果：2 部 4 位

○防衛大

2-0

（1-2 部入替戦の結果、東京大・武蔵大がともに 2 部降格、
学習院・成城大が揃って 1 部昇格）
対防衛大学戦（2015/10/18）

* SO=シュート・アウト戦
プレーヤーとキーパーの 1 対 1 のシュート合戦。プレーヤーは 25 ヤード地点からドリブルで持ち込み、サークル
内に入った時点でキーパーを カモッたりしてタイミングを見計らってシュートする。制限時間は８秒。お 互い静止
したままのペナルティ・ストローク戦 (PS)より駆け引きが多くスリリングである。

0-4

事務局より
◆ 平成 28 年八景会総会のお知らせ
2016 年 3 月 12 日（土）16:00

於：横浜市大シーガル会館

（なお当日は 13 時より 4 年生送別試合、総会後 17 時からは現役との懇親会も行われます）

（1-2 部入替戦の結果、学習院が 2 部降格、東京大が 1 部昇格）
（2-3 部入替戦の結果、成城大が 3 部降格、東海大が 2 部昇格）

◆ 平成 27 年会費納入状況～ご協力ありがとうございました～
対中央大学戦（2015/11/22）

女子部便り
女子部主将

髙木

麻衣

八景会の皆様、はじめまして。来期から女子部の主将を勤めさせていただきます髙木
麻衣と申します。平素より、多大なるご支援・ご協力をしてくださる ＯＢ・ＯＧの皆様
にこの場をお借りして御礼申し上げます。
戦績は、春季よりひとつ順位を落とし 2 部 4 位という結果でした。レギュラーメン
バーの怪我が相次ぎ万全ではない状態でのリーグとなり、入れ替え戦出場を果たせず苦
しい結果となりました。同等や格上の相手との緊迫した接戦に勝ちきれなかったという
反省を克服し、最後まであきらめずにチャンスを逃さない姿勢等、改善点・持ち味とも
に来季に活かしていきたいと思っております。
チームの核となりご活躍なさった 4 年生 7 名が引退され、新しい顔ぶれでのチームと
なりますが部員一丸となってより一層日々の練習に励み、悲願の 2 部優勝・1 部昇格に向
けて精進する所存です。私自身主将として、一プレーヤーとしてチームに貢献できるよ
う努めて参ります。未熟で至らない点もございますが、今後ともご指導ご鞭撻の程よろ
しくお願い致します。

S33 大塚 隆、佐久間紀生/35 山本道昌、古屋進悌、戸田丈夫/36 江崎幸男、中崎光男/37 唐木元彦、
三浦秀元/39 梶谷和義、小山利夫、土田眞弘、中島信義/40 橋本 隆、平井久司、皆川昌三/41 大磯武夫、
岡田宏美、仙崎礼次郎、中村 威/42 高松隆幸、43/今井勝巳、榎並健三、加藤直貴、幸田一水、
深本国夫、森田 進、明星貴文/44 北川和夫、杉山照彦/45 楠 隆、小林芳克、高浦清史/46 土井正史、
楡井直人、佐藤通明/47 青木孝夫、井上 猛、田中英夫、富田幸雄、浜川時則/48 吉岡健三、鈴木英雄/
49 新井 隆/50 神尾正利、小磯達雄、藤原公司/52 手塚正明/54 平野弘道/55 久保田雅之、佐久間洋次/
57 大塚博之/58 石川泰裕、北野良輔、相羽亮平/61 輿石純一/63 堀田達/H4 大島浩一/9 中澤照樹/
15 吉澤寿朗/19 松岡 毅/23 橘井琢也/25 小山内大真/26 星 一輝
女子部：田中(旧姓吉田)尚未
以上 65 名 506,000 円 （氏名の前の数字は卒業年・敬称略）

現役への支援（グラウンド使用料や試合参加費）、ホッケー協会費、そして本通信の郵送代等、
八景会の運営は会員の皆様の会費のみで運営されております。現役時代にＯＢ・ＯＧからの寄
付金をありがたく受け取っていた時の思いを後輩へ伝えていくべく、ご協力のほどよろしくお
願い申し上げます。
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