横浜市立大学グランドホッケー部八景会（OB/OG 会）広報誌

第 31 号 2017 年 7 月

八景会の活動をご存知ですか？
八景会は、平成 15（2003）年、男子部の OB 会として発足し、現在は、女子部も含めた OB/OG 会組織となっています。
八景会は、その会則で、①八景会会員の相互の親睦を図り、②現役の指導・支援を行うこと、を目的としています。でも、「具体的に何を
やっているの？」という方に、以下お答えします。

ホームページ：https://www.hakkeikai2017.com/（パスワード：hakkeikai60）

3 月 11 日に開催された八景会総会において、今井勝巳（S43

援をお願い申し上げます。
新体制は以下の通りとなります。皆様のご指導、ご鞭撻のほどよ

人（S46）の 5 氏の退任、および神尾正利（S50）、小元 亨（S52）、

ろしくお願いします。（数字は卒業年）

戸田直人（S53）の 3 氏の役員就任が承認されました。
今井氏は、平成 24 年に仙崎初代会長を引き継ぎ、「明るく楽し

②現役の指導・支援

新年会： 毎年 1 月の第 3 土曜日に中華街で開催する新年会を

八景会事務局が新体制となりました
卒）、北川和夫（S44）、杉山照彦（S44）、土井正史（S46）、楡井直

①八景会会員の親睦・交流

競技委員による現役指導： 男子部 OB である中澤、関、鮎瀬

主催しています。現役 4 年生と新旧主将を交え、下は 20 代から

の 3 氏が、八景会の競技委員として現役の指導を行っています。

上は 80 代まで賑やかに楽しんでいます。

中澤氏は、男子部の前監督でしたが、現在のルールでは、監
督は「公認スポーツ指導資格」が義務付けられており、資格取

八景会総会： 3 月の第 1 土曜日（第 2、第 3 土曜日の場合もあ

得に向け各種講習の受講中です。男子部コーチの関、鮎瀬両

り）に総会を開催しています。総会では、前年の活動内容・決算

会長：

神尾正利（S50）

の報告、今年の活動方針・予算の承認、4 年生への卒業祝いの

氏も同様に監督資格取得に向け準備中です。

副会長：

小元 亨（S52）、北野良輔（S58）

贈呈も行っています。総会後は、現役との懇親会を主催してい

リーグ戦の応援： 春季・秋季リーグ戦には、多くの OB/OG が

く元気に！」をモットーに、現役部員を鼓舞し、また、創部 60 周年

会計：

堀田達顕（S63）

ます。また、当日は、現役主催の OB/OG 戦も行われます。

現役の応援に駆け付けています。試合会場となっている各大

記念式典を盛大に執り行ったことは記憶に新しいところです。北川、

監査：

吉澤寿朗（H15）

杉山両氏は八景会発足時からの役員として、八景会の発展に加

総務：

関口 清（S53）、戸田直人（S53）、久保田雅之（S54）、

え現役への支援に尽力されました。土井、楡井両氏は平成 24 年

荒野愛莉（女子部 H25）、立花理央（女子部 H26）

から八景会の運営および各種行事の推進に貢献されました。5 氏

理事：

眞野 宏（H5）、米田眞彦（H12）、山形和久（H17）

のこれまでの功績に深く感謝するとともに、八景会繁栄へのご支

競技：

中澤照樹（H9）、関洋一郎（H25）、鮎瀬知彦（H28）

新会長ご挨拶

神尾 正利

学グラウンドは、皆さんが現役時代に試合をした「思い出の場

懇親旅行： 毎年秋をメインに、首都圏の年配の OB 有志が、全

所」です。ただし、現在のグラウンドは全て人工芝です。古い

国各地の八景会員を訪ねる『懇親旅行』を行っています。

OB の方にとっては隔世の感があるかもしれません。関東学生リ

八景会通信発行： 八景会、OB/OG、現役の活動を伝える広報

ー グ の 試合 日程 、結 果 、 会 場 ア ク セ ス な ど の 情 報 は 、MY

誌を年 2 回（1 月と 7 月）発行しています。取材、編集、発送作業

HOCKEY（マイホッケー）のウェブサイト（www.myhockey.jp）で

を、OB/OG と現役の協力を得ながら行っています。

確認できます。ぜひ観戦にご来場ください。

考え、現役のより良い活動のために八景会活動を進めていけるよ

一昨年、横浜市立大学グランドホッケー部は創立 60 周年を迎

う、役員の皆さまのお力と OB・OG 会員の皆さま方のご理解ならび

そして、皆さまからいただいた八景会年会費の大部分を、監督・コーチの謝礼・

えました。栄光ある伝統を記念し、今井会長のもとに 60 周年記念

にご協力をもとに一生懸命頑張って参るつもりです。何卒、宜しく

研修費を含め、現役への経済的支援へ使わせていただいております。また、今年

グラウンド

行事を成功されました。多くの OB や OG の方々が記念パーティー

お願いいたします。

は、試合参加・登録費用の値上げなど、経費増大の影響が大きいため、男子部ユ
．．
ニフォームの新調、女子部のキーパー防具一式購入の一部 補助を行っておりま

慶応義塾大学

東急東横線・日吉

東京大学

京王井の頭線・駒場東大前

に出席され、私も久々にお会いする先輩方や後輩と懐かしい時間

退任のご挨拶

を過ごさせていただきましたし、また多くの現役とも接する機会を

今井 勝巳

得ることができました。そんな楽しい時間を過ごせたのも、八景会

八景会の皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申

がしっかりと事業計画を立て、実行していただいたおかげだと感謝

し上げます。さて、私は、本年 3 月 11 日開催の八景会総会をもっ

いたしました。これまで長い間、今井会長を中心とした役員の方々

て会長を退きました。初代会長の仙崎さんより「今井、お前やれ

のご苦労のおかげで、この八景会が会員の親睦および現役の活

よ！」と、いとも簡単に重いバトンを引き継ぎましたが、既に先輩方

動支援の大きな役割を果たしてこられたのだと思っております。今

が築かれた組織とレールの中で舵取りをさせて頂いた思いです。

回、大役をお受けすることとなり、身の引き締まる思いです。これま

私の任期中の一番の思い出は、創部 60 周年記念式典を市大

での八景会の活動趣旨を引き継ぎ、また、新しい発想や企画を

キャンパスで開催し、全国各地から多くの OB/OG に参集して頂き

す。（全額補助ができないのが残念です。）
なお、八景会の役員は全員ボランティアで活動しておりますので、ご理解・ご支
援のほどよろしくお願いいたします。

八景会ホームページをリニューアルしました！
八景会や現役の活動をよりタイムリーに発信していくため、八景会の HP をリニュ

盛大にお祝い出来たことです。特に、60 周年記念誌に関しては、

ーアルしました。新しい HP の URL は https://www.hakkeikai2017.com/です。

「仲間の声が自然と聞こえてくるぞ！」等のお褒めの感想を聞くた

（会員ログインページのパスワードは従来どおり“hakkeikai60”） なお、従来の

びに、大変嬉しく思っています。これからもホッケーの絆を通じて

HP（http://hakkeikai.jimdo.com）は、いずれ閉鎖しますのでお気をつけください。

の諸先輩の暖かいご支援と現役達の頑張る姿が一体となってより

八景会のフェイスブックも始めました！！

良い方向に進んでいくことを願ってやみません。
今回、新執行部はかなり若返りました。これから 70 周年、さらに 80

HP に加え、フェイスブックのアカウントも 2 つ開設（名前が同じ）しましたので、是

周年と八景会が益々発展するように微力ながら支えて参りたいと

非とも“フォローする”およびグループページでは“参加する”を押してください。

思います。皆様方の新執行部へのご協力をお願い申し上げるとと

・「横浜市立大学グランドホッケー部八景会」・・公開ページ。日本全国のホッケ

もに退任のご挨拶とさせて頂きます。

ー仲間と繋がることを目的としてます。ページの”フォローする“を押してください。
・「横浜市立大学グランドホッケー部八景会」・・非公開グループ。横浜市大グラ

がっちり握手する新旧会長（左：今井前会長、右：神尾新会長）

ンドホッケー部 OB/OG および現役限定での情報共有を目的としています。
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関東学生リーグ試合会場
最寄駅

明治大学

京王線・八幡山

早稲田大学

西武新宿線・東伏見グラウンド

武蔵大学

東武東上線・朝霞

駿河台大学

西武池袋線・元加治（飯能）

現役だより
男子部

女子部

春季リーグ戦成績

◎活動報告


春季リーグ戦成績

2 部 A プール

○武蔵 3-1 ●一橋 1-4 ○成城 4-2

2 部 B プール

○東洋英和１-0 △津田塾 1-1 △東大 0-0

順位決定予選

●東大 1-2

順位決定予選

●防大 0-1

順位決定戦

●一橋 0-0 （SO 2-3）

順位決定戦

●東大 0-1

最終順位 2 部 4 位
★宇佐美君、松本君、城田君の 3 名が、7/2 に開催された全日本
大学ホッケー東西交流戦に出場し、城田君 1 得点、松本君 1 アシ
ストと横市勢の活躍で東軍が 3-1 と勝利しました。
宇佐美 柊 主将より

事務局より
1 月 21 日（土）、中華街の「同發会館」にて新年会を行いました。八景会会員
31 名に現役を交えた計 38 名で大いに盛り上がりました。


3 月 11 日（土）、八景会総会を開催しました。平成 28 年の活動報告・決算と
平成 29 年の活動計画・予算が承認されました（詳細は同封資料参照）。

最終順位 2 部 4 位
★高木さん、小田島さん、鈴木さんの 3 名が 2 部のベストイレブンに
選出されました。鈴木さんは GK 王も獲得しました。また、7/1 の東
西交流戦には、小田島さん、小田切さんの 2 名が参加しました。
小田島 永佳 主将より

新潟県から総会に参加の大島氏（H4 卒）に合わせ、島谷氏（H3）、松浦氏
（H3）、鈴木氏（H6 卒：女子マネ）らが集まり、20 年ぶりの再会で盛り上がりま
した。


7 月 15 日（土）、現役主催の OB/OG 戦が開催されました。現役の好成績に

春季リーグでは 2 部 4 強に入ることが出来たものの、接戦を制する

春季リーグでは目標に掲げていた 1 部昇格を達成できなかっただ

ことが出来ず入替戦出場とはなりませんでした。秋季リーグでは接戦

けでなく、入替戦に出場することも叶いませんでした。夏練では基礎

触発された森田氏（S43 卒）を始め 50 歳以上の OB も多数参戦、清々しい汗

を制し、2 部優勝 1 部昇格を必ず達成します。応援よろしくお願い致

固めと得点力強化に重点をおいて練習し、秋季リーグこそは 4 年生と

を流しました。富山県からは、高島氏（H3 卒）が卒業以来初めて参加し、同

します。
夏合宿の予定
日程： 8 月 19 日（土）～22 日（火）
グラウンド＆宿泊地：
ルネサンス棚倉スポーツリゾートプラザ
福島県東白川郡棚倉町大字関口字一本松４３－１
TEL: 0247-33-4111

ともに 2 部優勝、そして 1 部昇格を果たして Team 2017 を終えます。
夏合宿の予定
日程： 8 月 14 日（月）～17 日（木）
グラウンド： 宮城県栗原市一迫多目的広場
宿泊施設： 国立花山青少年自然の家
宮城県栗原市花山字本沢沼山 61－1
TEL： 0228-56-2311

今年も多くの新入生が入部しました

新年会： 春から八景会員となる 4 年生に加えて新旧
主将を招待することが恒例となっています。

級生とも久々に再会、旧交を温めました。

◎今後の活動予定

※詳細は、八景会 HP 等にてお伝えいたします。

10 月（予定）

親睦旅行。今年は関西方面を予定しています。

9 月～11 月

現役秋季リーグ戦

11 月下旬～12 月上旬

現役秋季リーグ戦終了後の納会

の土曜日

（OB・OG 戦および懇親会）

2018 年 1 月 20 日（土）

新年会

OB/OG 戦： 気温 32℃雲一つない快晴の下、熱中症やケ
ガもなく久々にスティックの感触を楽しみました。

OB/OG の皆さんの多くが毎年の部員集めには苦労されていたのではないで
しょうか。ところが、現在のホッケー部は、市大運動部の中で最大規模の組織に
なっています。オリンピック競技とはいえ、マイナースポーツのホッケーを知って
もらうために、SNS を駆使することはもちろん、プロモーションビデオの作成、魅
力的な新入生勧誘パーティー（写真）やホッケー体験会の開催、イベント参加者
のリスト管理など、戦略的なアプローチが部員獲得のカギになっているようです。
寮や学食で個別に声をかける“一本釣り”の時代は遥か昔の話となってしまいました。
さて、今年の新入部員を紹介します。皆さんの同郷、あるいは高校の後輩もいるのでは？ 応援よろしくお願いします。

平成 29 年八景会年会費納付者～ご協力ありがとうございます
男子部： S33 大塚 隆/35 山本道昌、戸田丈夫/36 中﨑光男、江崎幸男/37 唐木元彦、三浦元秀/39 中島信義/40 平井久司、橋本 隆/
41 仙崎礼次郎、中村 威、大磯武夫、岡田宏美/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/44 北川和夫、
杉山照彦/45 小林芳克、高浦清史、伊藤 薫/46 土井正史、楡井直人、佐藤通明/47 青木孝夫、富田幸雄、浜川時則/48 吉岡健三、
鈴木英雄/49 大内康伯/50 神尾正利、秋葉義孝、小磯達雄、藤原公司/52 小元 亨、手塚正明/53 小池一典/54 平野弘道/
55 久保田雅之、佐久間洋次/57 大塚博之/58 相羽亮平、池上 明、北野良輔/59 白坂義道/61 輿石純一/62 下田佳樹/63 堀田達顕/
H2 山内俊博/3 高島 理、島谷善朗、松浦 淳、佐藤 洋/4 大島浩一/5 真野 宏/6 鈴木亜希子/9 小林雅洋、小谷庸一/11 米田眞彦/
15 吉澤寿朗/19 松岡 毅/25 関 洋一郎/28 青島和広
女子部： H21 熊谷周子/25 扇喜ゆか/29 勝又杏菜、富山未奈子
以上 71 名 494,000 円 （7 月 15 日現在、氏名の前の数字は卒業年・敬称略）

⇒ 男子部 （後列左から） （氏名、出身県・高校、部活・スポーツ経験）
中尾 岳斗

神奈川

金沢

バスケットボール

片木 颯太

山口

下関西

サッカー

佐々木吉宗

岩手

花巻北

サッカー

信沢 航佑

神奈川

金沢

バスケットボール

橋本 友美

青森

田名部

吉葉 怜美

埼玉

市立浦和

◎現役の指導・支援、および本通信のコピー・郵送代等を含む八景会の活動は、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、年会費納付へのご協力をよろしくお願い申
し上げます。
お振込みは、同封の振込用紙にご住所・お名前・卒業年次を記載の上、郵便局の窓口にてお願いいたします。

（前列左から）

志村 海斗

神奈川

小田原

または、銀行・郵便局の ATM をご利用の方は、下記八景会口座までお願いいたします。

ゆうちょ銀行〇一九店（ゼロイチキュウ店）

サッカー

ヨコハマシリツダイガク

軟式テニス

⇐ 女子部 （左から） （氏名、出身県・高校、部活・スポーツ経験）

※

山本 澪

神奈川

桐光学園

テニス、ソフトボール

門倉 亜季

神奈川

森村学園

新体操

川崎 眞希

神奈川

山手学院

水泳、テニス

辻本 彩里

岡山

岡山理科大附属

水泳

2 年生以上のメンバーについては、同封した『関東学生ホッケーリーグ 2017 年度春季』
のパンフレットの当大学の紹介ページをご参照ください。
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グランドホッケーブ

当座０３８８５２９
ハッケイカイ

◎八景会通信に対するご意見・ご要望は、以下の編集局メンバー
へご連絡ください。

◎住所、電話番号、メールアドレス等を変更された方は、必ずご連
絡ください。なお、会員の個人情報は、八景会通信および新年
会・納会等のご案内のみに使用し、厳正に管理しております。

【八景会通信編集局】
北野良輔 kitaryo519@w4.dion.ne.jp
眞野 宏 hakkeikai.tsushin@gmail.com

【連絡先】
久保田雅之 ☎ 045-913-1125 FAX：045-913-1156
E メール：office-kbt@kfa.biglobe.ne.jp
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