
  

  

横浜市立大学グランドホッケー部 

八景会通信 

第 26 号                        2015 年 1 月 
 

創部 60 周年 

               八景会会長 今井勝巳 

八景会の皆様、明けましておめでとうございます。 

ご家族共々お健やかに平成 27 年をお迎えになったことと存じます。また日頃は、八景会並びに現役への

支援・応援にと、ご高配を賜りまして厚くお礼申し上げます。 

さて、現役の秋季リーグ戦の結果報告でございますが、男子・女子部とも入替戦まで駒を進めましたが、

惜しくも上部への昇格にはもう一歩でした。男子部は 3 部 1 位、女子部は 2 部 2 位の成績でした。しかし、

その中でも、男子の鮎瀬主将が敢闘賞、そして女子では立花主将が MVP を獲得したとの報告を頂きました

（関東学生ホッケーリーグ）。 

そして今年は、創部 60 周年です。今年こそ夢と希望の実現である１部昇格を期待したいと思います。そ

して、春秋のリーグ戦終了後の 12 月 5 日に創部記念式典を市大キャンパスで開催したいと思います。昭和

と平成の世代の輪を広げ、八景会の皆様の相互の交流の場となるようにと思います。その準備も役員一丸と

なってすでにスタートしました。 

最後に八景会費へのご支援と、更なるご指導、ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。 

尚、八景会総会は 3 月 14 日（土）午後 4～5 時、懇親会は 5～7 時（いずれも学生会館シーガルにて）を

予定しています。沢山の方々の参加をお願い申し上げます。 

                                   
学生時代における部活 

                               2014 年卒 竹内 佑太 

 2014 年 4 月、後輩達の試合を観戦するため、法政多摩グランドへ向かった。同期と一緒に試合を観戦し

ていると自分が部活を引退してしまったという事実を突き付けられ、喪失感とやるせない気持ちでいっぱい

になったのを覚えている。また、ホッケーを本気でできる環境にある後輩達をとても羨ましく感じた。 

 その後、何度か試合を観戦しているが、後輩達が勝っても、負けてもあまり気持ちが晴れない。後輩達が

勝って喜んでいる姿を見ると羨ましく、あの中に混ざってホッケーしたくなる。試合に負けた時は、感情移

入してしまい、まるで自分が試合に負けたような気持ちになる。勝つために一生懸命ボールを追う後輩達の

姿はかっこよく、自分はホッケーしていたあの頃のように今仕事を頑張れているのかと考えてしまう。中学

と高校ではバスケット、大学ではホッケーを部活としてやってきたが、これからの人生において部活以上に

1 つのことに一生懸命になる機会はないと思う。あの時の熱量や真剣勝負の空気感は、これから先二度と味

わうことができない気がする。そう考えると、大学のときの自分はもっと頑張れた、頑張るべきだったと後

悔の気持ちが生まれる。後悔しないため、勝利のためにその時々でベストを尽くしてきた気でいたが、ただ

の自己満足だった。こんな風に考えてしまうのは、自分が現役のときに目標を達成できなかったことも大き

いと思う。2 部に昇格するという目標を自分が現役のときに達成できていれば、結果という事実があれば、

この気持ちが少しでも和らいだのかもしれない。 

 現役には本当にホッケーを頑張って欲しいと思う。スポーツに限らず、何か一つのことに一生懸命な人は

本当にかっこいいなと最近感じるようになった。社会人になったら頑張った分だけ正当に評価されるわけで

はないし、好きな仕事ができるとも限らない。だからこそ、現役には大好きなホッケーができる今の環境に

感謝し、結果を残して欲しい。                                                                                                                                         

                                                    

男子部便り  

                            男子部主将 鮎瀬 知彦 

 八景会の皆様、新年あけましておめでとうございます。男子部主将の鮎瀬知彦です。 

 早速ですが、秋季リーグの結果報告をさせていただきたいと思います。 

【3 部リーグ】 vs 専修大 １−０ vs 群馬大 １−０ vs 筑波大 ２−１ vs 東海大 ０−１ 

【優勝決定戦】 vs 東海大 １−１ 延長１−０   

【入替戦】 vs 木更津高専 １−２ ⇒ 結果 3 部優勝 3 部残留 

 成績は上記の通り、春季リーグからは 1 つ順位を上げることができましたが、惜しくも悲願の 2 部昇

格とはなりませんでした。 

 夏休みの合宿時に主力にけが人が出てしまい、手探りの状態で臨んだ秋季リーグでした。一戦一戦、

公式戦や練習試合を重ねていくごとに、テーマとするパスホッケーに近づくために、基礎力の定着、一

人一人が考えながらホッケーを行うことができるようになり、春季リーグでは果たすことのできなかっ

た 3 部優勝という結果を掴むことができました。しかし、秋季リーグ期間中にも新たなけが人が続出し、

入れ替え戦では主将の僕自らが不在の試合となってしまい、全力を出し切れないままの敗北となってし

まいました。この悔しい思いを忘れずに、春季リーグに向けて、より一層練習に励んでいきたいと思い

ます。 

 来年度の春季リーグでは、チームの心の支えとなっていたプレイヤーの４年生が１人、マネージャー

が２人引退してしまい心細い戦いとなりますが、残ったプレイヤーで更なるチーム力の向上をし、2 部

昇格、2 部上位を目指して一生懸命練習してまいります。 

 来年の春季リーグからは新３年生の森一世が主将をつとめます。これからも応援よろしくお願いいた

します。 

 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方々に深く御礼を申し上げたいと思います。

予算の厳しい中支援金や、ご多忙の中の応援には部員一同大変感謝するとともに、リーグ戦を戦い抜い

ていく中、大きな励みになっております。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 

第 17 代 女子部主将 立花理央 

新春を寿ぎ、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。八景会の皆様、いかかお過ごしでしょうか。 

 常のことではございますが、まず始めにこの場をお借りし、多大なるご支援・ご協力をしてくださる、OGOB

の皆様にお礼申し上げます。 

【2 部リーグ】 vs 東海大 ０−０ vs 上智大 ３−０ vs 東洋英和８−０ vs 津田塾 ０−０ 

【順位決定予選】 vs 東京大 ２－１ 【1－2 位決定戦】 vs 武蔵大 ２－３  

【入替戦】 vs 学習院 ２−３ ⇒ 結果 2 部 2 位（二部残留） 

 続いて戦績ですが、上記の通り今季も 2 部 2 位、2 部残留という結果に終わりました。春季の悔しさをば

ねに臨んだ秋季でしたが、春季と違い、苦しい試合展開ばかりのリーグとなりました。その中で、チーム一

丸となって最後まで諦めない気持ち、やりきる力を身に付けることができました。2 部優勝・1 部昇格とい

う目標は達成することはできませんでしたが、来年に繋がる良いリーグでもあったと思います。また、試合

ごとに幅広い年代の OG の皆様、八景会役員の皆様が駆けつけてくださり、非常に部員の励みになりました。

多くのご声援、差し入れ等、本当にありがとうございました。 

 私はこのリーグをもちまして主将を終え、最上級生として一選手ながら、来年も精進して参る所存です。

この 1 年間、本当に多くの方に支えられ、ここまでくることができました。本当にありがとうございました。  

 新主将は、2 年生の勝又杏菜（カツマタアンナ）が務めさせていただきます。勝又率いる新チームも、ど

うぞよろしくお願い致します。 

 

 

平成 26 年八景会会費等納入状況 

平成 26 年 12 月 20 日現在、会費・ユニフォーム代として振込いただいた方は、総計 81 名 967,000 円と

なっております。本年は、ユニフォーム代カンパを追加でお願いしたにも関わらず、快くご協力いただき事

務局からも厚く御礼申し上げます。  

前号でお伝えした方々から新たに振込みいただいた方々は、下記のとおりです。（敬称略） 

記                

H19 年卒 松岡 H25 年卒 星    

 

 

事務局より 
1. 八景会総会のお知らせ 

3 月 14 日（土）午後 4 時から横浜市大シーガル内会議室において、八景会総会を開催いたします。総

会では、平成 26 年の決算および平成 27 年予算の決議ならびに活動報告等に加え、4 年生（＝新八景会

員）への卒業記念品の贈呈を行います。また、午後 5 時からは、現役との懇親会も予定しておりますの

で、皆さまのご参加をお待ちしております。なお、総会に先立ち、１時から現役との親睦試合も予定さ

れております。こちらも是非ご参加ください。 

2. 八景会ホームページ完成！！ 

男子部現役土井遼太君の協力を得て、八景会の新 HP が完成しました。 

アドレス ⇒ http://hakkeikai.jimdo.com 

 
八景会通信のバックナンバーをはじめ、現役による「リーグ戦報告」、そして皆さんが自由に書きこめ

る「掲示板」、「アルバム」には女子の新しいユニフォームの写真も掲載されております。 

ぜひサイトに立ち寄ってください。 

なお、「リーグ戦報告」の閲覧、「掲示板」の閲覧・書き込みにはパスワードが必要です。 

パスワード ⇒ 別途通知済 

3. 創部 60 周年記念式典 

2015 年 12 月 5 日（土）午後 2 時より、横浜市大シーガル会館にて創部 60 周年記念式典を開催しま

す。衰退の激しい大学の部活動にあって、綿々と 60 年の歴史を築くことは素晴らしいことだと思いま

す。詳細についてはおいおいご連絡させていただきますが、盛大にお祝いができますよう、なにはとも

あれ、この日は他の予定を入れないようにお願いします。 

4. 平成 27 年の会費納入依頼 

創部 60 周年記念式典に加え、現役のリーグ戦におけるグランド使用料の大幅値上げへの支援等々、八

景会の運営には会員の皆様の援助が不可欠です。会費納入に対しては「ふるさと納税」のような特典は

ありませんが、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、ご協力のほど何卒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 045-814-2614（電話・ＦＡＸ） Ｅメール north-river@abeam.ocn.ne.jp 

 住所変更は、必ずご連絡ください。 

http://hakkeikai.jimdo.com/
mailto:north-river@abeam.ocn.ne.jp

