
  

  

横浜市立大学グランドホッケー部 

八景会通信 

第 27 号（創部 60 周年記念式典事前特別号）        2015 年 7 月 

 

☆☆☆ 創部 60 周年記念式典のご案内 ☆☆☆ 

 盛夏の候、八景会の皆様には益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、かねてよりお伝えしております創部 60 周年記念式典につき、下記のと

おりご案内申し上げます。 

 

記 

 

日時： 平成 27 年 12 月 5 日（土）14 時～（受付開始 13 時 30 分～※） 

場所： 横浜市立大学シーガルセンター１階（正門より真直ぐ突き当り左側） 

キャンパスマップ⇒http://www.yokohama-cu.ac.jp/access/pdf/hakkei2014.pdf   

会費： 男性 12,000 円、女性 8,000 円（会費には飲食および記念品/記念誌(当日

お渡し)ならびに記念写真(後日郵送)を含みます） 

 

世代は違ってもホッケーを愛したＯＢ・ＯＧ・現役が一堂に会し、60 年の長い

歴史を繋ぎ語り合う場にするべく、万障お繰り合わせのうえ、是非ともご出席くだ

さいますようお願い申し上げます。 

 

つきましては、式典への出欠を、同封の返信用ハガキにて 8 月 20 日迄にご返信

くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、ご欠席の方で、記念品および記念誌（送料込み 5,000 円）を希望される場

合は、その旨のご回答も併せてお願いします。 

 

※ ホッケーグラウンド（第 2 グラウンド）見学 

当日、式典開始前に、現役が使用している全面人工芝のホッケーグラウンド（第 2 グラウンド）

の見学を希望される方は、受付に 12 時 30 分までにご参集ください。 

（グラウンドは裏山を越えたところにありますので、雨天の場合は中止とさせていただきます） 

創部 60 年、12 月に思いを馳せ 

                八景会会長 今井勝巳 

 八景会の皆様にはご健勝にお過ごしのことと存じます。 

現役の諸君は春季リーグ戦を終えたところです。詳細な報告は各主将に譲りますが、男子部は最終戦

（入替戦）で東海大に勝利し 2 部を守りました。女子部は惜しくも 2 部 3 位でした。男女とも、勝負は

どちらに転んでもおかしくない接戦が続きました。しかし、試合とは、相手より一点多く取るか、一点

でも失点を少なくするかです。これが勝ちに繋がります。夏の練習、合宿を通じ、集中力を徹底的に鍛

えて下さい。また、昨秋、この春と試合中の選手の怪我が見受けられました。全身を柔らかく調整して

下さい。そして、この秋のリーグ戦で皆様に明るく嬉しい報告が届けられることを期待したいと思いま

す。その延長線上に 60 周年式典が笑顔で待っていると思います。 

 

さて、八景会通信第 1 号がスタートしましたのは 2003 年（平成 15 年）6 月です。そして私が初代会

長の仙崎先輩より重いバトンを頂きましたのが 2012 年（平成 24 年）第 21 号でした。過去 12 年間の八

景会通信に目を通して気付く事がありました。当初は「新チーム作りに苦労」「部員不足」「今期は危機

的状況…」といった厳しい話題が多かったのが、その後「2007 年春リーグ戦で女子部が 1 部に昇格！」

「2010 年男子部復活の兆し」など明るい話題も増えてきました。紙面を通して、常に男子部・女子部双

方の状況を厳しくも温かく見守られてこられた仙崎前会長の胸中を察する思いです。そして、今回第 27

号のトピックは、「男子部、新入部員 14 名確保！」になるでしょうか。 

さらに、現在は、八景会の公式サイトの HP も立ち上がり、クリック一つでいろいろな情報が瞬時に

見られるようになりました。皆様方も是非アクセスして、リーグ戦報告やアルバム（市大ホッケー部の

試合や OB・OG 会の様子を掲載しています）の閲覧、掲示板への書き込みをお待ちしております。 

 

そして現在、執行部一同は微力ながら、本年 12 月 5 日、ホッケー部創部 60 周年を皆様方と一同に会

し祝いあえる日の準備の真最中であります。ご参加頂ける皆様全員が、年代を問わず、再び青春に帰る

宴になることを大いに期待して頂ければと思います。皆様のご参加を心よりお願い申し上げます。 

今後とも八景会運営に対し皆様方の尚一層の力強く暖かい御協力をお願い申し上げます。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

八景会ホームページのご案内 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

前号でご案内のとおり、八景会のホームペー

ジが出来上がりました。掲示板、現役のリー

グ戦報告、アルバム等が掲載されています。 

また、今後は創立 60 周年記念式典に関する

情報を掲載する予定です。 

皆様のアクセスをお待ちしております。 

 

アドレス： http://hakkeikai.jimdo.com 

パスワード： hakkeikai60  

http://www.yokohama-cu.ac.jp/access/pdf/hakkei2014.pdf
http://hakkeikai.jimdo.com/


  

  

男子部便り 

男子部主将 森 一世 

暑さが日ごとに増してまいりましたが、八景会の皆様いかがお過ごしでしょうか。 

 早速ですが、春季リーグの結果を報告させていただきたいと思います。 

男子部春季リーグ戦績 

2 部リーグ（A プール） 

●東京大 0-2 

△立教大 2-2 

●防衛大 1-2 

順位決定予選 

●武蔵大 0-2 

7-8 位決定戦 

●中央大 1-1（SO* 0-2） 

入替戦 

 ○東海大 3-0  結果：2 部 8 位 

*SO シュート・アウト戦 

 
男子 2 部リーグ 東京大学戦（2015/4/5） 

プレーヤーとキーパーの 1 対 1 のシュート合戦。両チーム 5 人ずつで行う。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。 

成績は上記の通り、2 部リーグの 8 位というものになりました。 

 新チームは木更津高専の欠場から、2 部リーグへの昇格を果たしたことから始まりました。春休みか

ら 2 部での厳しい試合に備えて練習に取り組んできましたが、自分たちの中には入替戦に勝って昇格し

たものではないという負い目が強くありました。そのためか、リーグ戦ではなかなか思うようなプレー

ができず、満足のいく結果を得ることができませんでした。皆様のご期待に応えることができずに申し

訳ありません。 

今年は 14 人というとても多くの新入生が新たに加わりました。彼らと共に今シーズンの悔しさを胸

に 2 部リーグ 4 強という目標に向かって全力を尽くしていきたいと思います。 

 最後に、日頃から応援やご支援をいただいている八景会の皆様には部員一同大変感謝しております。

この場を借りて厚く御礼申し上げます。これからも変わらぬご支援よろしくお願いいたします。またも

しお時間がございましたら、是非グラウンドへ足を運んでいただきご指導ご鞭撻の程よろしくお願いい

たします。 

 
女子部便り 

女子部主将 勝又 杏菜 

日増しに暑くなってきますが、八景会の皆様、いかがお過ごしでしょうか。 

はじめに、この場をお借りし、多大なるご支援、ご協力して下さる OGOB の皆様にお礼申し上げます。

さて、戦績のご報告ですが、2 部 3 位という結果に終わりました。1 部昇格という目標を達成できなか

ったと共に、4 年生を 1 部でプレーさせるという最後のチャンスも逃してしまいました。 

女子部の主将として結果を残せなかったことを、応援してくださった皆様に申し訳なく思う気持ちで

いっぱいです。しかし、今大会を通して多くのことを学び、多くの反省を経て、最終戦では初戦のつも

りで戦いました。2 部 3 位という結果を受け止め、部員 23 人という新体制で秋季に向け努力して参りた

いと思います。 

 大変お忙しいとは存じますが、OGOB 会へのご参加を心よりお願い申し上げると共に、私たちの励み

にもなりますので、グラウンドにも是非足をお運びくださるよう、よろしくお願い致します。 

女子部春季リーグ戦績 

2 部リーグ（B プール） 

○東女大 5-0 

○上智大 3-0 

○津田塾 1-0 

順位決定予選 

●東京大 1-2 

3-4 位決定戦 

○上智大 1-0  結果：2 部 3 位 

 
女子 2 部リーグ 東京大学戦（2015/6/7） 

 
事務局より 

平成 27 年度会費納入状況～ご協力ありがとうございました～ 
S33 大塚 隆/35 古屋進悌、山本道昌/36 江崎幸男、中崎光男/37 唐木元彦/39 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/ 

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 楠 隆、

小林芳克、高浦清史/46 土井正史/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

49 新井 隆/50 神尾正利、藤原公司/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 

61 輿石純一/63 堀田達顕/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 

女子部：吉田尚未  

以上 51 名 428,000 円 （氏名の前の数字は卒業年・敬称略） 

創部 60 周年記念式典に加え、八景会の運営には会員の皆様の援助が不可欠です。 
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、ぜひ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） 当座０３８８５２９  

ヨコハマシリツダイガク グランドホッケーブ ハッケイカイ 

○連絡先 北川和夫 ☎・FAX：045-814-2614 E メール：north-river@abeam.ocn.ne.jp 
 住所変更は、必ずご連絡ください。 

mailto:north-river@abeam.ocn.ne.jp

