現役時代、自分のポジションは左ウィング。初得点は格上の学習院大学との試合だった。相手

横浜市立大学グランドホッケー部

陣内でこぼれ球を拾って、ゴール左側からサークル内にドリブル。味方の位置を確認する余裕も

八景会通信

なくプッシュでシュート。ゴール左ポストとキーパーのレガードとの間の僅か１０センチ程の隙
間にボールは向かっていった。狙ったというよりは、たまたまそこに飛んでいったという感じ。
弾かれたか？

第 29 号
ホームページ：

「カコン！」ゴールの板にボールが当たる音がした。入った、先制点！シュートを打って１秒

2016 年 7 月
http://hakkeikai.jimdo.com

（「八景会」で検索）

もなかったが、自分にとっては永遠とも思える時間。我にかえって周りを見ると、自分以上にび

パスワード： hakkeikai60

っくりしているチームメイトの顔があった。（しかしこの一発が学習院の闘争本能に火をつけて
フットワーク

そして、チームワークとエンジョイ

しまったようでその後すぐ逆転され、そのまま敗退）。

八景会会長

今井勝巳

後輩の試合を見て、体の中に感じた「ゾワゾワ」したものが何なのか良く分からない。集中す

八景会会員の皆様におかれましては、御家族共々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

る事？自分の体を感じる事？それともチームとして目標に向かう事？しかし、確実なのは、目の

春季リーグ戦の結果は、男子部 2 部 6 位、女子部 2 部 2 位でした。選手達に大きな怪我もなく、

前で精一杯プレーする君たちの姿が私に与えたものだということだ。

まずは、安堵の念です。今季も大勢の OB・OG の皆さんに、男女計 11 試合、時には激しい雨の中、
あるいは炎天下、熱く応援していただき、本当にありがとうございました。

翌週から週２回スポーツジムでの体幹トレーニングを開始した。課題山積のプロジェクトも「チ
ームで」取り組み始めた。君たちの試合を見る前とちょっとだけ変わった自分に手応えを感じて

ところで、先般、７連覇された大学のラグビー部の監督さんが『強いチームになるための基本
は、チームワークとラグビーをエンジョイすることです。』と仰っていることを聞き、なるほどと

いる。
これからも試合でおじさんを「ゾワゾワ」させてください！

思いました。また、元世界ヘビー級チャンピオンのモハメド・アリの訃報に触れ、50 年前の彼の
リング上でのしなやかなフットワーク、そして何と言っても、ヘビー級ボクサーとは思えない、

女子部創部 20 周年！！

まさにボクシングを楽しんでいるような姿が鮮やかによみがえりました。
フットワークやチームワークの大切さ、そしてエンジョイすることはホッケーにも通じること

この夏のリオデジャネイロ五輪に日本女子代表「さくらジャパン」が出場することをご存知

であり、秋季リーグで１部昇格を目指すためには、こういった発想も必要ではないかと思ってい

ですか？

ます。現役の諸君には秋には更に成長したチームにと大いに期待するところです。

とを期待したいところです。

最後に、八景会の皆様には、今後とも益々の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げま
す。厳しい暑さに向かいますが、どうぞご自愛ください。

是非とも活躍してもらって、日本でのホッケーに対する認知度がもっと高くなるこ

そんな折、横浜市大女子ホッケー部は今年創部 20 周年を迎えました。
1996 年、男子部もそうであったように、女子部も数名の熱心なメンバーによって創られまし
た。正式に大学リーグに加盟したのは、2 年後の 1998 年の春季リーグ戦からでした。創成期

「ゾワゾワ」する感じは何だ？

は、11 人のメンバーを揃えること、初得点を入れることが目標で、ひたすら相手のボールを追
S62(1987)年卒

下田

桂樹

桜の花が散って新緑が眩しい東京大学駒場キャンパス。敷地の北の端まで息を切らせて歩くと、

いかけるだけだったものが、初代メンバーの 4 年生最後のリーグ戦で、ついに初勝利をあげる
ことができました。

緑の人工芝に覆われたホッケーグランドが目に飛び込んできた。私がこのグランドでプレーした

昭和の時代の OB の皆さんは、女子ホッケーといえば、成城大と筑波大

のは既に３０年以上前。その時は土のグランドだったから、新鮮な驚きだ。同期の堀田に誘われ

くらいしか思い浮かばないでしょうが、今では、関東リーグに 17 大学が

て、卒業後初めて現役男子チームの応援に出かけた。対戦相手は武蔵大学。シュート練習で、足

加盟しており、わが横浜市大は常に 2 部の上位をキープし 1 部を目指す

を大きく広げてレガードでボールをバシッと受け止める相手キーパー。強そうだと思ったら昨年

ところまできています。

秋のリーグ戦では２部２位の強豪チームだ。
試合が始まり苦戦を予想していると、何と横市の先制点。ヤッター。その後は一進一退、いつ
の間にかフェンス越しに大声で声援を送っている自分がいた。何だ、この体の中から「ゾワゾワ」
する感じは？

事務局より
女子ホッケー部創部 20 周年にあたり、女子ホッケー部にまつわる思い出話、
エピソードを募集しています。OG の皆さんはもとより、一緒に切磋琢磨した
OB の方からの寄稿も大歓迎です。
よろしくお願いします。

～ 現役便り ～
男子部
H28 年 春季リーグ戦績
2 部リーグ（B プール）
●武蔵大 1-2 ●一橋大 0-2 ●防衛大
順位決定予選
○学習院 1-0
5-6 位決定戦
●武蔵大 0-5
結果：2 部 6 位

～ 事務局より ～

2-3

女子部
H28 年 春季リーグ戦績
2 部リーグ（A プール）
○東洋英和 2-0 ○東大 1-0 △防衛大
順位決定予選
○東京女子大 2-1
1-2 位決定戦
●東大 0-0（SO 戦 1-2） 結果：2 部 2 位
入替戦
●学習院大 1-2

年間スケジュール
八景会では、年間恒例行事として以下のイベントを行っております。
2-2

イベント

開催時期（目安）／場所

新年会

1 月第 3 土曜日／中華街

総会および懇親会

3 月第 1 土曜日／大学

（現役主催の OB・OG 戦（4 年生送別試合）同時開催）

親睦旅行

9～11 月（不定期）／国内各地

上記以外にも、現役主催による春季・秋季リーグ戦終了後の OB・OG 戦＆納会（於大学）が行われ
ています。いずれも、詳細は随時八景会ＨＰ（ http://hakkeikai.jimdo.com、

パスワード：hakkeikai60） に掲

載いたしますので、皆さまのご参加をお待ちしています。
◆ 平成 28 年会費納入状況～ご協力ありがとうございました～

対防衛大学戦（2016/6/4）
対学習院大学戦（2016/6/26）

根城啓道主将より
春季リーグを振り返って
今 年 の 春 リー グ で は 、 以 前 から掲 げて い た 「二 部 四
強 」を目 指 してやってきました。しかし、まだまだ自 分
たちの実 力 が足 りず、成し遂 げることができず、数 多
くの反省点が見つかるリーグ戦となりました。一方で、
昨季まで１部にいた学習院大学に勝利するなど、成長
できた点も見え、収穫もありました。
秋季リーグへの抱負
秋リーグでは、先述の「二部四強」を成し遂げたいと思
います。部員全員で、この目標に向かって、前進して行
きます。
夏合宿の予定
8/19～22、新 潟 の城 山 運 動 公 園 ホッケー場 で行 い
ます。巻高 校、新潟 大学 、新 潟 青年 チームと合 同で練
習試合などをし、「二部四強」のため、自分たちを鍛え
上げる予定です。
 グラウンド
城山運動公園ホッケー場
新潟市西蒲区峰岡 580
 宿泊先
民宿寿館
〒953－0011
新潟県新潟市 西蒲区 角田浜前原 1072
TEL 0256－77－2231

髙木麻衣主将より
春季リーグを振り返って
プレーヤー５名、マネージャー２名の新 入生 を迎 え、
総勢２４名で春季リーグを闘いました。
昨年度より順位を上げ、入替戦出場という経験がで
きたことは非常によかった点だと思います。反省点は、
PC を含むサークル内での決定 力不 足です。最 後まで
諦 めない姿 勢 で同 点 ・逆転 を演 出 した試 合もありまし
た。この姿勢を忘れずに今後も練習に励みます。
秋季リーグへの抱負
先述したように、決定力不足が課題となっているた
め、個人技の向上が必要不可欠です。個の力を伸ばし
た上で連携を高めたく思います。
秋 季 こそは、春 季 に達 成 できなかった全 勝 優 勝 ・一
部昇格を成し遂げます！！
夏合宿の予定
8/27～30 に、津 田塾 大学 ・米 沢商 業高 校と合同合
宿を行います。
 グラウンド
川西町総合運動公園ホッケー場
山形県東置賜郡川西町上小松
 宿泊先
三枡屋美女木店
〒999-0121
山形県東置賜郡川西町大字上小松 1068-10
TEL 0238-54-2211

S34 渡邉毅一/35 山本道昌、戸田丈夫/36 中﨑光男、江崎幸男/37 唐木元彦/39 中島信義/40 平井久司、
皆川昌三、橋本 隆/41 仙崎礼次郎、中村 威、大磯武夫、岡田宏美/43 今井勝巳、榎並健三、加藤直貴、
幸田一水、深本国夫、森田 進/44 北川和夫、杉山照彦/45 高浦清史、伊藤 薫、楠 隆/46 土井正史、
楡井直人/47 青木孝夫、井上 猛、富田幸雄、浜川時則/48 吉岡健三、鈴木英雄/49 新井 隆、大内康伯/
50 神尾正利、小磯達雄、藤原公司/52 小元 亨/53 関口 清/54 平野弘道/55 佐久間洋次/57 大塚博之/
58 石川泰裕、北野良輔/60 野村昭文/61 輿石純一/62 下田佳樹/63 堀田達顕/H5 真野 宏/9 小林雅洋、
小谷庸一、中澤照樹/11 矢島真樹/15 吉澤寿朗/19 松岡 毅/21 小川悠太/24 小林千洋/25 関 洋一郎、
小山内大真/26 星 一輝/27 小茄子川智弘
女子部： H17 宮下(阿部)悠里子
以上 63 名 418,000 円 （7 月 16 日現在、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、そして本通信のコピー・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。
振込口座

⇒

「ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキュウ店）
ヨコハマシリツダイガク

グランドホッケーブ

当座０３８８５２９
ハッケイカイ

【連絡先】住所、電話番号、メールアドレス等変更された方は、必ずご連絡ください
北川

和夫 ☎&FAX：045-814-2614

久保田雅之 ☎045-913-1125

FAX:045-913-1156

E メール： north-river@abeam.ocn.ne.jp
E メール： office-kbt@kfa.biglobe.ne.jp

【編集担当】八景会通信へのご意見・ご要望等ありましたら、下記へご連絡ください
北野

良輔

PC メール： kitaryo519@w4.dion.ne.jp 携帯メール： toqoka10178@softbank.ne.jp

