八景会通信 36 号別紙 （2019 年下半期活動報告）
事務局より
◎ 活動報告（2019 年下半期イベント）
➢

2019 年 12 月 14 日（土）、現役主催で秋季リーグ戦終了後の納会が開催されました。多数の OB/OG が親睦試合に参加し、試合後の懇
親会では来期の雪辱を目指す現役を激励しました。

現役だより

※各部主将コメントは、2019 年 2 月時点の内容を掲載しています。

男子部

女子部

秋季シーズン成績（関東大学リーグ 2 部）
プール戦

○武蔵 1-0

順位決定予選
順位決定戦

秋季シーズン成績（関東大学リーグ 2 部）

△中央 1-1

●一橋 1-3

プール戦

○東海 5-1

●津田塾 0-1

●学習院 0-2

順位決定予選

●立教 1-1（シュートアウト 0-2）

○立教 1-0

順位決定戦

○東京女子 2-0

最終順位 2 部 3 位

○東京 1-0

最終順位 2 部 3 位

男子部新主将より

女子部新主将より

2020 年度男子部主将 瀧口直紘（たきぐ

2020 年度女子部主将の髙橋美優（たかはし

ち なおひろ）です。今年のチームは、本

みゆう）と申します。昨年、春季リーグは 1 部 7

気で優勝を目指します。この 2 年間 2 部

位で入替戦で敗れて2 部降格、秋季リーグは 2

4 強に定着してきましたが、優勝決定戦

部 3 位という結果に終わりました。チームは新

進出を逃がし、悔しい思いをしてきまし

体制となり、例年と比べとても厳しい 1 年になる

た。今年こそは、リーグ優勝を掴めるよう

と思いますが、「2 部優勝」を目標に、1 人 1 人

部員全員で切磋琢磨し合いながら、この

が主体となり、楽しく強いチームを作っていき

1 年間励んでいきますので、今後も応援

たいと考えております。今後も変わらぬご支

の程よろしくお願いします。

援、ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い致しま

（2019 年 2 月）

（左から）髙橋、瀧口の両主将

す。（2019 年 2 月）

2019 年度 八景会年会費納入者 ～ご協力ありがとうございました～
男子部：
S33 大塚 隆、松野光延/S35 山本道昌/S36 江崎幸男、中﨑光男/S37 唐木元彦、三浦秀元/S39 小山利夫、中島信義/S40 平井久司、
橋本 隆/S41 仙崎礼次郎、中村 威、大磯武夫/S42 高松隆幸/S43 今井勝巳、榎並健三、加藤直貴、幸田一水、深本国夫、森田 進
/S44 北川和夫、杉山照彦/S45 高浦清史、伊藤 薫/S46 土井正史、楡井直人、佐藤通明/S47 田中英夫、青木孝夫、富田幸雄、浜川時則
/S48 吉岡健三、鈴木英雄/S49 新井 隆、大内康伯/S50 神尾正利、秋葉義孝、小磯達雄、藤原公司/S52 小元 亨、手塚正明/S53 関口 清、
戸田直人、津村康夫、小池一典/S54 藤田博文、平野弘道/S55 塩井修一、佐久間洋次、川口秀章/S57 大塚博之、岡 宏、船口勝一
/S58 相羽亮平、石川泰裕、北野良輔、鏑木篤夫/S59 白坂義道、小林成人/S60 木原慎一郎、野村昭文/S62 下田桂樹/S63 堀田達顕
/H2 山内俊博/H3 佐藤洋/H5 眞野宏、山崎真裕/H6 藤原崇史/H7 佐々木英雄/H9 小林雅洋、小谷庸一/H11 米田眞彦/H12 栗田健一
/H19 松岡 毅/H22 早崎智之/H25 小山内大真/H26 竹内佑太/H27 小茄子川智弘/H28 青島和広/H29 澄川維之/H31 鈴木健太郎
女子部：
H16 岩室道子/H20 丹治さやか/H23 高見沢友理/H24 貝賀由佳、神前迪香、光永楓/ H25 扇喜ゆか/H26 越智麻里子/H28 立花理央
/H29 富山未奈子
以上 91 名 887,000 円（氏名の前の数字は卒業年・敬称略）

HT210106A

東京オリンピックの男女ホッケーの試合は、2021 年 7 月

オリンピック テスト大会観戦記
～ なぜホッケーをするのか ～

昭和 59 年卒

24 日（土）から 8 月 6 日（金）まで大井ホッケー競技場に
て開催予定です。対戦日程など詳細は、東京 2020 オリン
ピック競技大会公式ウェブサイトをご確認ください。

小林 成人

京急の立会川駅で降りる。何度も乗り降りした駅だが、今回の
目的は違う。今日は、大井ホッケー競技場（今年のオリンピック会
場）のオープニング記念マッチ「ホッケー女子日本代表さくらジャ
パン対インド代表」※ を観るためだ。
右側に現れる大井競馬場に心をひかれながらも素通りし、目的
地に着いた。午前 11 時。試合開始の 45 分前だが、すでに長い行
列ができている。「ただ今、気温は 35 度」というアナウンスが聞こえ
た。並んでいると、東京都ホッケー協会の方々が、濡れタオルとう

OB/OG 戦に参加してから、6 人制のシニアホッケー大会等、坐骨
神経痛と闘いながらヨタヨタ、ホッケーをしている。
「国の代表が戦うホッケー」と「やれるだけで幸せというホッケ
ー」。あれもホッケー、これもホッケー、ホッケーいろいろ。
サッカーほどの合理的な機能性は感じられず、かと言ってラグ
ビーのような圧倒的な豪力に支配されてもいない、このホッケーと
いう特異で不思議なスポーツ。

ちわを配ってくださる。すばらしい「お・も・て・な・し」をありがたが

もう試合も終わりに近づいた。油照りの暑さと、スティック&ボー

っているうちに列は進み、観客席に何とか入れた！ 3 千人収容

ルが生み出す玲瓏な音色と、日本・インドの棒術使いたちが繰り

のスタンドがほぼ満席だ。私は最前列に陣取った。観戦者の異様

ひろげるカーニバルのめくるめく熱狂。私はくらくらする頭で考え

な熱気が背中に押し迫る。この盛り上がりようは何だ。これがあの

た。

「ホッケーやってます」「じゃあスケートが上手なんですね」という巷
の会話を成り立たせていたホッケーなのか。

なぜ呼吸をするのか ―― しないと苦しいから。
なぜホッケーをするのか ―― しないほうが苦しいから。

11 時 45 分、試合開始。人工芝に撒かれた水が、スティックとボ
ールの動きに反応し、しぶきとなってあちらで跳ね、こちらで躍る。
ため息が出るほど美しいブルーの人工芝の上を、熱帯魚のように

※2019 年 8 月、「東京 2020 テストイベント READY STEADY TOKYO」と
して、大井ホッケー競技場で国際大会が開催されました。

すばしこく華麗に泳ぎ回る女子選手たち。かたや私は、3 年前の

◎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。
【連絡先】
小池 一典 ☎ 0427-49-5167 携帯 080 5083 1718
（お急ぎの方はショートメールにてお願いします）

◎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。
【八景会通信編集局】
北野 良輔 kitaryo519@w4.dion.ne.jp
眞野 宏
hiro.mano@gmail.com

E メール：kazu.54pondhouse@gmail.com
HT210106A

