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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 34号 2019年 1月 

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

 

八景会活動 UPDATES ～最新情報～ 
 

◆ 2019年度 就活支援プロジェクトが始動 

八景会では、昨年より、就職希望の現役に対する積極的な支援と

して、OB/OGの方々に「就活アドバイザー」としてご登録いただき、

就活生に OB/OG訪問の対応を含めた情報提供を行っています。 

2019年度は、2018年 10月より、OB/OGによる会社説明や就活セ

ミナーの開催など、支援活動をすでに開始しています。 

「就活アドバイザー」の登録は随時受け付けていますので、ご自身

の就活時や現在のお仕事に関する経験など、1 人でも多くの就活

生への良きアドバイザーとなっていただけるよう、引き続きご協力を

お願いします。 

2019年 3月頃には、企業説明会などが一気に始まり、就活生の活

動が本格化すると思われます。その前に、ぜひとも皆様のご協力

をお願いいたします。 

「就活アドバイザー」の登録方法など、活動詳細については、八景

会ホームページの「会員ログインページ」の「就活支援プロジェクト」

をご参照ください（パスワード： hakkeikai60）。 

 

 

※会員ログインページの「就活支援プロジェクト」ページ 

 

◆ 八景会に新役員が加入 

2018 年 3 月に開催された総会において、役員に一任されていた

補充役員に関し、貝賀由佳（H24 卒）、垣本佳奈（同）、神前迪香

（同）の OG 3氏が就任することになりましたので、本紙を以て報告

いたします。 

会長以下、八景会の新体制は以下の通りとなります（数字は卒業

年）。引き続き、皆様のご支援のほどよろしくお願いいたします。 

※ OG 新役員については、P. 2 の「OB&OG インタビュー」もあわ

せてご覧ください。 

 

◆ 八景会関西支部が活動を開始 

前号に同封の「横浜市大ホッケー部八景会関西支部開設につい

て」でお伝えした通り、代表世話役の新井隆氏（S49卒）を中心とし

た関西支部は、名古屋以西の西日本地域のOB/OGを対象に、（1）

交流活動、（2）八景会活動の紹介・報告、（3）現役活動の紹介・報

告および西日本地域開催の公式戦応援 を主な活動内容として

2018年 3月に開設されました。 

最初の活動として、現役男子部・女子部が共に出場した、京都開

催の B インカレ（インカレ予選）の応援が行われました。（P. 2の「B

インカレ観戦記 in 京都」もあわせてご覧ください。） 

なお、昨秋予定されていた開設記念式は、後日に調整となりまし

た。 

  

会長： 神尾正利（S50） 

副会長： 小元亨（S52）、北野良輔（S58） 

会計： 堀田達顕（S63） 

監査： 吉澤寿朗（H15） 

総務： 関口清（S53）、戸田直人（S53）、久保田雅之（S55）、 

立花理央（女子部 H28） 

理事： 眞野宏（H5）、米田眞彦（H12）、 

貝賀由佳（女子部 H24）、垣本佳奈（女子部 H24）、 

神前迪香（女子部 H24）、関洋一郎（H25） 

男子部・女子部とも更なる躍進！ 

男子は春秋連続 3位！女子は史上最高順位で 1部残留！ 

詳しくは P. 3 を 

ご覧ください。 

現役ニュース 
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※B インカレ＝全日本大学ホッケー大会（インカレ予選） 

昭和 49年卒  新井 隆 

このたび、関西支部のお世話役を担うことになりました新井です。

卒業して早や 45年、リタイア後始めたランニングにハマり、昨年の

10月 28日には 6回目のフルマラソンとなる「横浜マラソン」に出場

しました。タイムは 4時間 40分で、完走した男子 20,482人中 9,472

位。学生時代、ホッケーの練習をしている我々の周りのトラックを走

っている陸上部員を見て、｢邪魔な奴らだ。ただ走るだけで何が面

白い。アホとちゃうか｣と思っていた私が、そのアホになってしまい

ました。フルマラソンを完走するには、体力・気力・根性が必要で

すが、いずれも学生時代のホッケーを通じて培われたものと確信

しています。 

Bインカレ前日、関東からの応援団、北川和夫さん（S44卒）、青

木孝夫さん（S47卒）、吉岡健三さん（S48卒）と共に、京都四条河

原町の焼肉食べ放題・飲み放題のお店へ。飲み物が「金麦」で、

先輩の一人の「俺は発泡酒・新ジャンルなるものは飲んだことがな

い」とのセリフに目が点に。うーん、平民の私は発泡酒の「淡麗」を

毎晩飲んでいるのだが・・・。これは現役時代の貯えと年金受給額

の差か～（泣）。 

9月 7日、私が滅多に足を踏み入れたことのない秘境の地？京

丹波町の｢グリーンランドみずほ｣へ愛車のアクアを走らせる。途中

で名古屋から仕事帰りの田中英夫さん（S47卒）と合流。まずは、

女子部の京大戦を観戦。試合前、見慣れない忍者が使うような梯

子をグランドに置いてアップする姿に「さては、彼女らの前世はくノ

一か」と（笑）。ところで、「さくらジャパン」は間違いなく「なでしこジ

ャパン」よりカッコイイと常日頃思っております。人工芝のグランドで

のホッケーはスピード感があり、昔とは隔世の感があります。今のゴ

ールキーパーは全身フル装備。昔のキーパーはレガーズと手袋

だけで、よく怖くなかったですね！青木さん。 

その後は男子部の同志社大戦を応援。ルールも変わり、ハイス

ティックの反則が緩くなり、リバースから思い切り振り上げる姿に

「お～怖っ! !」。当時のスティックの値段はニッパチ＝2,800円でし

たが、今はコンポジット素材（カーボンやグラスファイバーの複合素

材）に代わって数万円と聞いてビックリ！後日、田中さんが購入し

たと聞いてまたビックリ！これを機に現役時代の精悍な姿に少しで

も戻ると良いですね（笑）。 

最後に、私邸は閑静な京都東山・南禅寺の山内にあり、宿坊の

南禅会館もご紹介ができます。皆さま京都へお越しの節は是非お

立ち寄りください。 

 

試合後、女子部と共に 

前列左から新井、吉岡、北川、田中、青木の各氏 

 

 OB&OG インタビュー 
～各分野で活躍している OB/OGを紹介するコーナーです～ 

 

新しく八景会役員に就任した平成 24 年卒の同期 3名、貝賀由

佳さん、垣本佳奈さん、そして神前迪香さん。卒業後年数も

経ち、最近は現役との関わりを少なく感じる一方、現役時代

を共に過ごした OG 同士では、今でもハイキングや旅行を一

緒に楽しむなど、繋がりは続いているようです。役員になっ

た動機や意気込み、今後の目標などを伺いました。 

◎八景会役員をやりたいと思ったきっかけは？ 

垣本：一昨年の秋、女子部が一部に昇格したことは、非常に

嬉しいニュースでした。以後、どういう現役支援ができるの

か、同世代 OGと話をするようになりました。 

神前：一部リーグで強いチームとして成長していくために、

OG として協力したいと強く思うようになったのがきっかけ

です。 

貝賀：コーチの田中楓子さん（H29 卒）が、積極的に OG 同

士の縦のつながりを提唱してくれたことも大きなきっかけで、

何らかの形で現役を支援できればと思うようになりました。 

◎同期 3人が一緒に役員をやる強みは？ 

全員：大学時代、最も長い時間を割いたホッケー部で共に過

ごした仲間なので、お互いの良い面も悪い面も知っています。

率直に意見を出し合い、同期同士ならではの良い議論が可能

だと思います。また、創部 23年目の女子部 OG として、ちょ

うど中間の世代です。先輩・後輩の声に耳を傾け、先輩役員

である立花さん（H28 卒）と連携しながら、役員会への積極

的な意見発信をしたいですね。 

◎役員として現在取り組んでいる活動は？ 

全員：リーグ戦期間中の練習参加などを通して、直接現役の

活動を知ることや良き練習相手となることに努めています。

昨秋の入替戦直前には、OG主体のチームを形成し、実践的な

練習試合の相手を務めました。また、できる限り女子部の試

合観戦に駆けつけています。多くの人が応援しているという

気持ちが、現役メンバーに伝わればと思っています。 

◎今後取り組みたい活動は？ 

貝賀：現役・八景会活動の周知など、OGに合った情報発信を

行いたいと考えています。OG はライフイベントが多いため、

OB/OG戦など、各イベントへの継続的な参加は難しいと感じ

ています。そこで、情報伝達手段に関して、従来の郵送だけ

でなく、SNSなどを活用することで、OG間のコミュニケーシ

ョンを活性化し、現役との交流の機会を増やしていきたいで

すね。 

神前：また、OGが今後も継続的に八景会に関わっていけるよ

う、次期役員の推薦や引継ぎの仕組みなども検討していきた

いです。 

垣本：男子部・女子部問わず、市大ホッケー部がさらなる躍

進を遂げられるよう活動していきたいと思います。今後とも

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

Bインカレ観戦記 in京都 

昨秋、入替戦前の「強化試合」のために集まった OG と現役女子部 
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 現役だより 

 

 ホッケー部アーカイブ ～懐かしの記録～  
現在は、フェイスブックやツイッターによる情報発信、PR動画の作成、新入生勧誘パーティーやホッケー体験会の開催など、様々

な方法で新入部員を獲得しているホッケー部。一方、今から遡ること約 60 年前、大学の運動部紹介誌「ATHLETE」が新入部員獲

得のための唯一の媒体でした。このたび中崎光男氏（S36 卒）より 1958 年発行の「ATHLETE」をご提供いただきました。ホッケ

ー部の紹介記事を全文そのまま掲載します。 

陸上ホッケー部 

新入生諸君にホッケー並びに我が部につき、理解していただき、直接、間接に協力願いたく、

ここに紹介する。 

よくアイスホッケーと間違えられる陸上ホッケーは、サッカーと同じ広さのグランドで、木の玉を、

ステックで打ち合い、インゴールするもので、最古の球技に数えられている。元々ヨーロッパのも

のであるが、旧植民地に普及され、オリンピックでは、毎回インドが優勝し、むしろ、東洋人に合う

競技とされ、又、イギリス風の紳士のスポーツとして知られている。 

アイスホッケーと異なり、ステックに表裏があり、片面しか使用出来ないので、ホッケー独特の

ステックワークが要求され、一個のボールを敵味方十一人づつが追う醍醐味は、見るよりむしろ、

プレイで味う事が出来ると言えよう。 

本学のホッケー部が創立されたのは、三十年度（注：昭和30年＝1955年）で、実質上今年、

最初のOBを送り出す事が出来た。創立当時、一・二年生であつたOB並びに我々の意欲は、早

くも昨秋、リーグの優勝候補に上げられるに到つたが、高校での経験者がわずか一人という、試

合なれのなさは、残念ながら、三位に甘んじなければならなかった。しかし今年こそはの意欲に

燃え、三月下旬第一回の合宿を行つたのである。大学のリーグは東、西、に一つづつあり、関東

は、一部、二部それぞれ六校に分れている。本学は、二部に属し、春、秋のリーグ戦、学生選手

権、その他神奈川選手権、横浜市民大会などに参加している。 

部室は三号館わきの、中ほど、明るい大きな部屋で、練習は主に金沢高校のグランドで行つ

ている。一度、御覧になつていただきたい。 

文体に時代が感じられますね。それにしても 60年前のボールは木製だったとは！ 中崎氏か

らは「ATHLETE」（写真①：表紙、写真②：本文）の他にも、当時の手書きの戦績記録・年

間の活動計画（写真②）もご提供頂きました。大変貴重な資料をありがとうございました。 
 

懐かしい昔の記録・資料などありましたら、紹介させていただきます。編集局（P. 4に連絡先記載）までご一報ください。  

男子部 女子部 

秋季シーズン成績（関東大学リーグ 2部） 秋季シーズン成績（関東大学リーグ 1部） 

プール戦 

順位決定予選 

順位決定戦 

●学習院 0-2   ○防衛 4-0   ○東海 3-2 

●一橋 2-4 

○学習院 0-0（SO* 1-0）  最終順位 2部 3位 

*SO： シュートアウト 

プール戦 

順位決定予選 

順位決定戦 

1部 2部入替戦 

●駿河台 0-11 △慶應義塾 1-1 ●東京農業 0-5 

●立教 0-1 

○学習院 1-0        最終順位 1部 7位 

○津田塾 1-1（SO 3-1）  一部残留 

全日本大学ホッケー大会 （B インカレ） 全日本大学ホッケー大会 （B インカレ） 

1回戦 ●同志社 0-1 （9/7於京都・グリーンランドみずほ） 1回戦 ●京都 0-1 （9/7於京都・グリーンランドみずほ） 

村松 晃至 新主将（新 4年）よりご挨拶 

2019年度の男子部主将を務める村松晃至（むらまつこうじ）です。

チームは今、変革期を迎えています。長い間チームの主軸となり活躍

してきた4年生が引退し、主力であるはずの3年生の多くが留学。新し

いメンバー中心のチーム編成となりました。 

しかし、僕たちの目標は今も昔も変わりません。一つでも多くの試

合に勝ち、1部に昇格すること。その目標を達成できるよう、日々励ん

でいきます。 

今後も応援の程よろしくお願いします。 

山本 澪 新主将（新 3年）よりご挨拶 

2019年度の女子部主将を務めます山本澪（やまもとみお）です。

秋季リーグで 1部 7位という過去最高順位を記録し、来年度も 1部で

プレーできることが決定しました。 

チームは新体制となりますが、「1部 5位」を目標に掲げ、日々練習

に励み、1人 1人が主体となり、格上相手でも組織力で戦えるチーム

を作っていきたいと思います。 

今後とも変わらぬご支援、ご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致し

ます。 

↑ 写真①      ↓ 写真② 
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事務局より 

◎ 活動報告（2018年下半期イベント） 

 12月 1日（土）、現役主催で秋季リーグ戦終了後の納会（OB/OG戦・懇親会）が

開催されました。現役の好成績維持に触発され、OB/OG 戦には久々の参加とな

った田中氏（S47 卒）、小林氏（S59 卒）や木原氏（S60 卒）を始め、50 歳以上の

OB も多数参戦、好天に恵まれた中、清々しい汗を流しました。 
 
 

◎ 今後の活動予定（2019年スケジュール） ※詳細は、八景会ウェブサイト等にてお伝えいたします。 

2019年 

3月 2日（土） 

八景会総会 

（於 横浜市大） 

2019年の八景会の活動計画および予算を決定する大事な会議です。 

ぜひともご参加ください。 

4月～6月 現役春季リーグ戦 

（於 各試合会場） 

試合のスケジュールは八景会ウェブサイトや facebookで随時アナウンスします。 

また、MY HOCKEYのウェブサイト（www.myhockey.jp）でも確認できます。 

7月上旬の 

土曜日（予定） 

現役春季リーグ戦終了後の納会

（於 横浜市大） 

春季リーグ戦の報告会および懇親会（現役主催）です。 

OB/OG戦も実施しますので、久々の方もぜひご参加ください。 

 
 

◎ 年会費納入者が、八景会発足以来初めて 100名を超えました！ ～ ご協力に感謝申し上げます ～  

平成 30年八景会年会費納入者 （12月 31日現在、氏名の前の数字は卒業年・敬称略） 

男子部： S33大塚 隆/35山本道昌/36中﨑光男、江崎幸男/37唐木元彦、三浦秀元/39小山利夫、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/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小林芳克、高浦清史、伊藤 薫/46土井正史、楡井直人/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 

鈴木英雄/49新井 隆、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、中村陽一/53小池一典 

関口 清、津村康夫、戸田直人/54藤田博文、平野弘道/55川口秀章、久保田雅之、佐久間洋次、塩井修一/57大塚博之、岡 宏 

船口勝一/58相羽亮平、石川泰裕、鏑木篤夫、北野良輔/59小林成人、白坂義道/60木原慎一郎、野村昭文、増淵藤博/61輿石純一 

62下田佳樹/63堀田達顕/H2山内俊博/3島谷善朗、松浦 淳、佐藤洋/4太田智幸、大島浩一/5眞野 宏、山崎真裕/6下石雄士 

藤原崇史/7佐々木英雄/8森 保人/9小林雅洋、小谷庸一/12米田眞彦、栗田健一、亀山敏正/15吉澤寿朗/18松下浩之/19松岡 毅 

25小山内大真/26星 一輝/27小茄子川智弘/28鮎瀬知彦、青島和広、竹内俊太/29森 一世、湯浅千紗、澄川維之/30村瀬賢十 

女子部： H16岩室道子/18松田深雪/23重田由美/24貝賀由佳、垣本佳奈、神前迪香/25吉原有華/28立花理央、林山るな、猪俣茉花 

29勝又杏菜、田中楓子、石井千晶、富山未奈子/30髙木麻衣           以上 112名 842,000円 

 
 

◎ 2019 年度 年会費納入のお願い  ※八景会の会計年度は 1月～12月です。 

八景会の運営は 100%皆さまからの年会費にて賄っております。頂戴した年会費は、大まかに、①現役への支援、②監督・コーチへ

の謝礼、③八景会通信や各種イベント案内の通信費となっています（役員の活動は、すべてボランティアです）。躍進を続けている

男子部・女子部の遠征費など、可能な限り現役への支援額を増やしたい気持ちでいっぱいです。皆さまのご理解・ご支援のほど、

くれぐれもよろしくお願いします。 

年会費

納入 

方法 

① 郵便局 
八景会通信に同封されている払込取扱票を使用し、最寄りの郵便局にて納入。 

（八景会通信の封入作業負担軽減のため、払込取扱票は毎回同封しておりますのでご了承願います。） 

② 振込み 

最寄りの金融機関の ATM あるいはインターネットバンキングにより以下の口座へ振り込み。 

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 

③ 現金手渡し 
八景会のイベント（新年会、総会）、現役の試合の応援、納会（OB/OG戦・懇親会）の際に 

八景会役員へ手渡し。 
 
 
 
 

雨宮 育夫様（昭和 34 年卒）  ご冥福をお祈りいたします 
 
 
 
 
◎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】 

久保田 雅之 ☎ 045-913-1125 FAX：045-913-1156    

E メール：office-kbt@kfa.biglobe.ne.jp 

 

◎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

 

訃報  

 

 


