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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 35号 2019年 8月 

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

 
 
 
 

八景会 TOPICS ～活動報告～ 
 
 
 

◆ 『令和の大総会』：令和最初の「新年会」および

「総会」は 2020年 2月に合同開催の予定です 

例年、「八景会新年会」は 1 月の第 3 土曜日に、「八景会総会」は

3月の第 1土曜日に開催していますが、来年の 2020年は『令和の

大総会』として 2 月に合同開催とする予定です。 

新年会はシニア会員が主体となっています。一方、総会は現役を

含めた親睦試合（OB/OG 戦）や懇親会を同時開催していたことも

あって若手会員が主体となっていました。ところが、近年は春季リ

ーグ戦の開始が早まり、現役は既に強化合宿を含めて試合に向

けた調整時期に入っているため、3 月の OB/OG 戦開催が難しい

状況となっています。 

そこで、新年会および総会の開催時期を同じ 2月とし、シニア会員、

若手会員、現役すべてが一堂に会することができる有意義なイベ

ントにすべく、次回は 2020 年 2 月 8 月土曜日（予定）に同日開催

といたします。大総会の概要は、以下の通り予定しています。 

 

日程： 2020 年 2 月 8 日（土）予定 

内容： ・ OB/OG戦（現役との親睦試合） 

・ 八景会総会（活動報告・計画、決算・予算決議） 

・ 懇親会（現役・OB・OG） 

場所： 横浜市大 第 2 グラウンドおよびシーガル会館 
 

詳細は決まり次第、facebook、ホームページ、案内状などを通じて

お知らせします。 

来年は東京オリンピック開催の年でもあり、多くの世代にわたって

ホッケーの話で盛り上がっていただきたいとの思いで企画しました。

また、総会は、八景会活動に関する決議を行う重要な集まりです。

さまざまな要素を集約した、2020 年の八景会最重要イベントとなり

ます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 

◆ 八景会の役員交代がありました 

2019 年 3 月 2 日に開催された八景会総会において、久保田雅之

氏（S55 卒）の役員退任、および小池一典（S53 卒）氏の役員就任

が承認されました。久保田氏は、八景会発足当時からの役員とし

て、八景会の発展にご尽力されました。氏のこれまでの功績に深く

感謝するとともに、八景会の更なる繁栄へのご支援をお願い申し

上げます。会長以下、八景会の新体制は以下の通りです（数字は

卒業年）。八景会役員は、全員ボランティアで活動しています。引

き続き、皆様のご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

◆ 就職活動支援プロジェクトを継続中 

八景会では、2018年度より、OB/OGの方々に「就活アドバイザー」

としてご登録いただき、就職を希望する現役生に対して、OB/OG

訪問の対応を含めた情報提供を行っています。「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、引き続きご協力願います。 

「就活アドバイザー」の登録方法など、活動の詳細については、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/理事： 関口清（S53）、戸田直人（S53）、小池一典（S53）、 

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） 

立花理央（女子部 H28） 

男子部 2部 4位、女子部 1部 7位なるも入替戦で惜敗し 2部へ 

詳しくは P. 3 を 

ご覧ください。 

現役ニュース 

https://www.hakkeikai2017.com/
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ここ数年、年齢・性別を問わず参加できるホッケーの大会・リーグ

が増え、来年の東京オリンピックに向けて、ホッケー界全体で機

運が高まっています。八景会の活動とは無関係ですが、各ホッ

ケーリーグ・大会に参加し、競技・スポーツとして、現在もホッケ

ーに携わっている OB/OGの活動の一部をここに紹介します。 

 

 シニア OB チーム「横浜 HCシーガルズ」が 

活動 2年目に突入 

40 歳以上の市大 OB を中心に、2018 年 7 月に発足した 6

人制ホッケー・チーム「横浜 HC シーガルズ（HC：ホッケークラ

ブ）」の活動が 2年目を迎えました。活動の場は、「心身の健康

増進。安全にケガの無いように、多くの人がホッケーを楽しめ

る場を提供し、ホッケーの普及を図る」ことを目的に、ほぼ隔月

開催されている「シニア＆レディース ホッケー大会」。参加条

件は、男性は 40歳以上、女性は年齢制限なしのホッケー愛好

者です。「シーガルズ」は、予備のスティックやユニフォームも

用意しており、久しぶりにホッケーを楽しみたい方も参加可能

とのことです。 

 開催日程などは、日本ホッケー協会マスターズ部会のウェブ

サイト（http://www.hockey-masters.com/index.html）内の「地域

大会」ページをご覧ください。また、参加ご希望の方は、八景

会通信編集局までご連絡ください。 

 
4/27のシニア＆レディース大会に参加したシーガルズ・メンバー。 

開催ごとに参加者が増え、現在は約 20名がメンバーとして登録。 

 

 若手 OBチーム「YCU MÖWEN」が 

関東社会人リーグに参加 

東日本、関東 1部～4部の 5つの部に分かれ、計 37チーム

が競う、関東社会人ホッケーリーグに、今年度より市大若手

OBで構成されたチーム「YCU MÖWEN（メーベン）」が参加し

ています。 

 試合日程および結果は、日本社会人ホッケー連盟のウェブ

サイト（http://fhockey.jp/）内の「関東社会人リーグ」ページをご

覧ください。 

 ちなみに「メーベン」は、ドイツ語でカモメのことです。 

 

 マスターズ/レディースリーグに OB/OG が参加 

「生涯スポーツとして定期的にホッケーを楽しめる受け皿を

つくることで、ホッケー人口の維持・拡大および、ホッケー人材

の交流、競技力の底上げを目的とする」リーグ、「ホッケー マ

スターズ/レディースリーグ」が発足し、2018 年 12 月から 2019

年 5 月にかけて、男女計 10 チームによる試合が行われました。

参加資格は、男性は48歳以上（※40歳以上のアンダーエイジ

枠あり）、女性は年齢制限なし。 

 市大OB、市大OG＆現役が複数名、各チームに分かれて参

加しました。東京都ホッケー協会ウェブサイトの特集ページに、

試合の様子がわかる写真が多数掲載されていますので、ご興

味のある方は誰がどのチームで参加したか探してみてください。

（https://tokyo-hockey.jp/m_and_l_league_2018-2019/） 

 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～ 

 

平成 12年卒の栗田健一さん。卒業後、北海道大学に進学して

しばらくはホッケーから遠ざかっていたようですが、最近に

なって久しぶりに八景会に顔を出していただくようになり、

シニア OBチーム「横浜 HCシーガルズ」にも参加するなどホ

ッケーに対して再び関心を持ち始めたようです。今回は、ホ

ッケー部に入部したきっかけ、ホッケー部に対する思いや現

在の仕事などについて伺いました。 

◎ホッケー部に入部したきっかけは？ 

栗田： 実は市大に入学したら、準硬式野球部に入部しようと

思っていました。ホッケー部に入ったきっかけは、先輩方の

人柄に惹かれたことです。4 年生の小谷さん・小林さん（H9

卒）に「侍」という八景の居酒屋に連れていっていただいた

時、とても楽しそうな部活だなあ、という印象を持ちました。

体験練習が終わってグラウンドから戻ってくるとき、小谷さ

んから「くり、一緒にホッケーやろうね」と優しく声をかけ

てもらい、この部に入部しようと思ったのがつい最近の出来

事のようですね。2年生の米田さん・亀山さん（H12卒）が学

内で声をかけてくださったのも大きかったです。当時、大学

にあまりなじめず孤立感を深めていたので。こうした先輩方

がいなかったら、僕はホッケー部に入っていなかったでしょ

うね。とにかく感謝しています。 

◎ホッケー部に対する思いと後輩へのエールは？ 

栗田：4年間続けることが大切だと思います。部活動の 4年間

は、かけがえのない時間になると思います。途中でやめたく

なる時も出てくるかもしれませんが、とにかく続けることが

重要です。部活動をやり切った経験は、どの世界に行っても

必ず役に立つはずです。とにかく最後まで続けましょう！ 

◎現在のお仕事は？ 

栗田：東京の中野にある国際短期大学でビジネスの専任講師

をしています。経済学の研究者を目指して大学院に進学した

のですが、卒業後なかなか定職に就けず、苦労を重ねてきま

した。いろいろな職場を渡り歩いてきました。えぇっと…、

まずは横須賀市、それから新宿区、外務省、東京農業大学、

学習院大学、川崎市立看護短期大学、群馬高等専門学校、高

崎経済大学…、まだあったかもしれませんが、とにかく、41

歳になってようやく正規の教職員になることができました！ 

これから奮起して頑張っていきたいと思います。そして、八

景会の活動にも少しでも貢献できればと思っていますので、

皆さま、よろしくお願いします。 

 

 

 

OB＆OGのホッケー活動紹介 

3/2の八景会総会で久々に再会した 

米田氏と歓談する栗田氏（右） 

http://www.hockey-masters.com/index.html
http://fhockey.jp/
https://tokyo-hockey.jp/m_and_l_league_2018-2019/
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 現役だより 

 

新入部員紹介 よろしくお願い致します！！ 
男子部 18名、女子部 7名の新入生が入部しました。 （Ⓜ：マネージャー） 

男子部 女子部 

 

（大勢入部しました！）氏名／出身高校／部活動・スポーツ経験 

・我妻粋人(ｱｶﾞﾂﾏ ｽｲﾄ)／神奈川・金沢高校／陸上部 

・黒田燎（ｸﾛﾀﾞ ﾘｮｳ）／神奈川・金沢高校／バスケットボール部 

・山口泰紀（ﾔﾏｸﾞﾁ ﾀｲｷ）／群馬・桐生高校／サッカー 

・熊谷悠飛（ｸﾏｶﾞｲ ﾕｳﾋ）／岩手・花巻北高校／サッカー部 

・大沢知暉（ｵｵｻﾜ ﾄﾓｷ）／埼玉・西武文理高校／サッカー 

・沼田健太郎（ﾇﾏﾀ ｹﾝﾀﾛｳ）／神奈川・金沢高校／バレーボール 

 

（写真後列左より）氏名／出身高校／部活動・スポーツ経験 

・荒木良介（ｱﾗｷ ﾘｮｳｽｹ）／宮崎北高校／陸上部(長距離) 

・松川颯太（ﾏﾂｶﾜ ｿｳﾀ）／宮城・仙台第三高校／ソフトテニス部 

・佐藤天音（ｻﾄｳ ﾃﾝｲﾝ）／宮城・仙台育英高校／ラクロス部 

・中根加津人（ﾅｶﾈ ｶﾂﾞﾄ）／愛知・豊田西高校／柔道部 

・佐藤舜恭（ｻﾄｳ ｼｭﾝｽｹ）／神奈川・横浜翠嵐高校／吹奏楽部 

・奈良岡孝弥（ﾅﾗｵｶ ﾀｶﾔ）／青森・弘前高校／空手部 

・浅川愛衣（2年生）（ｱｻｶﾜ ｱｲ）／長野・諏訪清陵高校／バスケット

ボール、ボート部 

・栗田萌花（ｸﾘﾀ ﾓｴｶ）／山梨・甲府西高校／ハンドボール部 

・外野亜美（ｿﾄﾉ ｱﾐ）／東京・広尾学園高校／サッカー部 

・寺下希菜子（ﾃﾗｼﾀ ｷﾅｺ）／愛知・豊田北高校／卓球部 

・渡邉弥旺(ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾈｵ)／横浜商高／ボート部 バスケットボール 

・飯島麻衣（ｲｲｼﾞﾏ ﾏｲ）Ⓜ／兵庫・雲雀丘学園高校／ｷﾞﾀｰﾏﾝﾄﾞﾘﾝ部 

・佐藤加奈子（ｻﾄｳ ｶﾅｺ）Ⓜ／青森・弘前中央高校／ﾁｱﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部 

・伏屋朱香音（ﾌｼﾔ ｱｶﾈ）Ⓜ／神奈川・桜丘高校／バレーボール部（ﾏ

ﾈｰｼﾞｬｰ） 

・井上菜緒（ｲﾉｳｴ ﾅｵ）Ⓜ／富山・大門高校 

・前田理那（ﾏｴﾀﾞ ﾘﾅ）Ⓜ／長崎・諫早高校／卓球 

（前列左より） 

・内藤桃香（ﾅｲﾄｳ ﾓﾓｶ）／愛知・名古屋南高校／吹奏楽部 

・大庭絢音（ｵｵﾊﾞ ｱﾔﾈ）／カナダ・Bayridge Secondary School 

／グランドホッケー部、硬式テニス部 

・曽木藍花（ｿｷﾞ ｱｲｶ）／鹿児島・種子島高校／吹奏楽部 

 

※2 年生以上のメンバーは、同封の『関東学生ホッケーリーグ 2019年度春季』パンフレットの当大学紹介ページをご参照ください。  

男子部 女子部 

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

プール戦 

順位決定予選 

順位決定戦 

○成城 4-0   ○防衛 1-0   ●一橋 0-1 

●立教 0-1 

●学習院 0-2          最終順位 2部 4位 

 

プール戦 

順位決定予選 

順位決定戦 

1部 2部入替戦 

●東京農業 0-8 ●駿河台 0-8 ●慶應義塾 0-1  

●学習院 0-3 

○立教 0-0（SO* 3-2）    最終順位 1部 7位 

●武蔵 1-1（SO 1-2） 2部降格  *SO：シュートアウト 

村松 晃至 主将より 

3位以上を目標に臨んだ春リーグでしたが、4位という悔しい結果に終

わりました。特に一橋、立教、学習院との試合では、「あと一歩」で点

が取れず、3試合連続で無得点に終わってしまいました。 

得点力不足をチームの一番の課題と認識し、秋リーグは「全試合得

点」「入替戦出場」を目標に戦っていきます。 

山本 澪 主将より 

女子部は春季リーグにおいて 1部 7位という結果を残したものの入替

戦で敗戦し、2 部降格という結果に終わりました。 

来季は 2 部全勝優勝を目指し、必ずや 1 部昇格を果たします。 

これまで以上に厳しい戦いが続くことが想定されますが、今後も変わ

らぬご支援の程宜しくお願い致します。 

夏合宿の予定 

日程： 8月10日（土）～13日（火） 

グラウンド： 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 

       ☎0247-33-4111 

宿泊先： 同上 

夏合宿の予定 

日程： 8月27日（火）～30日（金） 

グラウンド： 阿須ホッケーグラウンド（上智大学と合同） 

 埼玉県飯能市大字阿須812-3 ☎042-972-6506 

宿泊先： マロウドイン飯能 

 埼玉県飯能市双柳105-8    ☎042-974-4000 
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事務局より 

◎ 活動報告（2019年上半期イベント） 

 1 月 19 日（土）、中華街の「同發別館」にて新年会を開催。八景会会員 31 名に

現役を交えた計 48 名で大いに盛り上がりました。 

 3 月 2 日（土）、八景会総会を開催。2018 年の活動報告・決算と 2019 年の活動

計画・予算が承認されました。（詳細は同封資料をご参照ください。） 

 長梅雨の一瞬の中休みとなった 7 月 13 日（土）、現役主催で春季リーグ戦終了

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。（右写真 2枚とも） 
 
 

◎ 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。 

9 月～11 月 現役秋季リーグ戦 

（於 各試合会場） 

試合日程はMY HOCKEYのウェブサイト（www.myhockey.jp）でご確認ください。 

また、八景会ウェブサイトや facebookでも随時アナウンスします。 

12 月上旬の 

土曜日（予定） 

現役秋季リーグ戦終了後

の納会（於 横浜市大） 

現役主催による秋季リーグ戦の報告会および懇親会です。 

OB/OG戦も実施しますので、ぜひご参加ください。 

 
 
 

◎ 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。 
 
 

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 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/S50 神尾正利、小磯達雄、藤原公司/S52 小元 亨/S53関口 清、戸田直人/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/S58 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/S62下田桂樹/S63堀田達顕/H2山内俊博/H5眞野宏/H9小林雅洋、小谷庸一/ H12米田眞彦、栗田健一/H19松岡 毅 

/H25 小山内大真/H27 小茄子川智弘/H28 青島和広/H29 澄川維之 

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/H26 越智麻里子/H29 富山未奈子 

           以上 72名 548,000 円（7 月 15 日現在、氏名の前の数字は卒業年・敬称略） 
 
 
 

石崎 義朗様（昭和 33 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】 

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） 

E メール：kazu.54pondhouse@gmail.com 

◎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  
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