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東京大学運動会ア式蹴球部内 

御殿下グラウンド人工芝張り替え、農学部グラウンドも人工芝に 

 
６月２６日 ＬＢ５０-６０対桜蹴クラブ（学習院ＯＢ）（人工芝張り替え後の御殿下グラウンドにて） 

 

６月５日 ＬＢ５０－６０試合前のアップ（人工芝になった農学部グラウンドにて） 
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第 4 回定時社員総会報告 

2 月 27 日、本郷構内の山上会館にて第 4 回定時社員総会が開かれました。主な議決事項を、

ＬＢ会員の皆様にご報告します。 

 浅見理事長挨拶 

昨年現役は東京 1 部に復帰する成績を収めました。LB 会は金銭的、精神的なサポートをしま

した。LB 会は設立 4 年目を迎えましたが、いまだやるべきことができていません。たとえば、会費

の徴収は不十分で財政基盤は脆弱です。定款にある海外交流についてはなにもできていない、

グラウンドの管理受託については最近大学との話し合いもあり新たな展開が期待されます。ア式

蹴球部は関東 2 部を目指しています。もし関東 2 部にあがると学連に年 200 万円くらい払わなく

てはいけないので、LB 会としても財政基盤を強化して備えることが必要です。この場に集まった

若い世代の社員（理事、代議員）が仲間を誘って LB 会の活動に積極的に参加してほしい。 

 2009 年度事業報告(2009 年 1 月～12 月) 

2009年度は､90 周年記念行事の翌年ということでどちらかと言うと静かな 1年間でした。 

● ア式蹴球部の育成･強化･支援事業 

· 専任コーチとの雇用契約…新たに鈴木宏尚コーチと 1 年契約締結 

· ア式蹴球部新入生入部式…5 月 2 日に部室で実施 新入部員 17 名､LB サイド 5 名 

· ｢一金会｣による情報交換…原則毎月ア式蹴球部主務他と LB 会総務担当 

● 年代別サッカー運営事業 

· 初蹴り会(Over-50､Over-60 それぞれに招待試合､1 月) 

· Over-70 東西対抗戦(国立競技場)の実質主催…｢実行委員会｣の中核メンバーを占める 

· ｢チーム Diego｣東京都社会人リーグ 2 部及び Tokyo Metropolis League Div. 2 に参加 

· 東京都シニアサッカー大会(Over-60､4～5 月) 

· 東早慶 3 大学超 OB 戦(Over-50･60･70､5 月､11 月) 

· 古河市マスターズサッカー大会(Over-50､5 月) 

· 京大戦前夜祭…Over-50･60 で前日に京大 OB と交流戦 

· スーパーエイジサッカーin 刈谷(Over-60･70､9 月) 

· 藤枝フットボールクラブ定期戦(Over-50･60､11 月)…ホームアンドアウェーで実施 

· ホームカミングデイ･サッカーイベント(招待試合…藤枝 FC､東大ダックス､慶大若手 OB) 

· 納会前の紅白戦(全年代層､12 月) 

● 尐年サッカー教室運営事業 

· 毎週日曜朝のサッカースクール運営 

· ホームカミングデイのオープンサッカースクールは雨で参加者無し 

● 東大サッカー史編集事業 

· 全国各都道府県の図書館に記念誌を贈呈 

· 前年に贈呈済みの 41 の高校に加え新たに 72 の高校に記念誌を贈呈 

· 正誤表を作成し､全ての購入者及び贈呈先に送付 

· 100 年記念誌に向けて毎年の記録の残し方を現役に指導 

● サッカーを通じて海外交流事業 

赤門学友会とりまとめのイェール大学同窓会との交流会議に参加 
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●グラウンド･施設管理運営受託事業 

· 御殿下グラウンド人工芝張り替え･農学部グラウンド人工芝化の動きに合わせグラウンド管

理業務への取り組み姿勢を大学側にアピール 

●  サッカーに関する情報発信事業 

· 法人名変更に伴うホームページ･リニューアルは行ったがその後のメンテナンスは滞り､アク

セス数も伸びていない 

· ｢LB 会報｣を発行(７月､１１月) 

●  LB 会運営 

· ３月１４日に社員総会…法人名を｢一般社団法人東大 LB 会｣に変更 

· 理事会を 2 月､6 月､8 月､12 月に開催 

· 特別な会費納入率アップの施策を行わなかったこともあり､会費収入は予算比約５０万円の

未達の 350 万円(前年比１０万円増) 

· 試合時寄付金(１人 1,000 円徴収他)は一昨年を若干上回る４１万円を達成(昨年２５万円) 

· 昨年度中の記念誌販売代金を今期収入として計上したが､収入総額は約４５０万円で予算

比約４０万円の未達の方向であったが､１２月に一部昇格祝い特別寄付金を募集したところ

７２万円集まったことでプラスに転換した｡ 

 

 2010 年度東大ＬＢ会役員・代議員 
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◆2009 年度決算 

公認会計士の金子健紀理事(S63)が、今回から堀井監事(S51)から引き継いで LB 会の経理を担

当しております。貸借対照表は卖純で、資産は現金７９０万円、記念誌とポロシャツの在庫が４０

万円です。損益計算書は下に示すように収入は９０４万円、支出８８６万円で利益１８万円です。 

 

2009 年度の決算資料は東大ＬＢ会のホームページで見ることができます。 

http://www.lbsoccer.org/index.html 
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 2010 年事業計画  

2009 年の活動実績を踏まえ、2010年には、定款に掲げる 7つの事業について、それぞれの

年度目標を設定して、目標達成のため着実に活動することを議決しました。 

事業 2010年度目標 活動 時期 

1.東大ア式蹴球

部の育成・強

化・支援事業 

東都1部での戦い

の全面的支援 

 コーチとの雇用契約 

 新入生勧誘活動支援(Year Book) 

 ア式蹴球部新入生入部式 

 一金会でコミュニケーション 

1月 

3月 

5月 

毎月第 1金曜日 

2.年代別サッカ

ーチーム運営事

業 

 

楽しい、気持ちよ

いサッカーをい

つまでも。 

 Over70 大会運営 

 東京都 Over60 大会 

 3大学定期戦 

 古河マスターズ大会 

 京都大学定期戦（京都） 

 ｽｰﾊﾟｰｴｲｼﾞｻｯｶｰ in 刈谷 

 藤枝 FCとの定期戦(Home & Away) 

 ホームカミングデイイベント 

 御殿下で交流試合 

1月 

4月～5月 

5月、11月 

5月 

8月 

9月 

11月 

11月 

月 2回 

3.少年サッカー

教室運営事業 

地元との交流を

深める。 

 ホームカミングデイ・オープンサ

ッカースクール開催 

 農学部 G.でのスクール開催検討 

11月 

 

3月 

4.東大サッカー

史編集事業 

 

100 周年記念誌へ

向けた準備。 

 試合記録の管理体制整備 4月 

 

5.サッカーを通

じて海外交流事

業 

将来の現役交流

を見据えて OB レ

ベルでの交流 

 ソウル大学、北京大学との交流 

 

 

時期未定 

6.グラウンド・

施設管理運営受

託事業 

 

2011 年度管理運

営受託の実現を

目指した準備。 

GRPの推進 

 管理運営受託について大学当局

と交渉 

 東大基金と共同で GRP 実現に向

けて検討開始 

3月 

 

3月 

 

7.サッカーに関

する情報発信事

業 

LB 会ホームペー

ジ、メルマガの充

実。 

 LB会 HPのリニューアル 

 LB会メルマガの発行開始 

 LB会報の発行 

3月 

6月 

6月、11月 

8.LB 会運営 会員名簿を整備

し、会費納入率を

高める。 

 会費増額キャンペーン 

 会員名簿の整備 

6月、10月 

6月、10月 
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御殿下ルネッサンスプロジェクト動き出す 

2007年 3月に東大ＬＢ会の有志は､御殿下グラウンドの現状について話し合い、その付

帯設備改善を､東大当局に働きかけ実現させることを目指して御殿下ルネッサンスプロジ

ェクト（GRP:GOTENSHITA Renaissance Project）を立ち上げました。当時の学生部長に

具体提案を行いましたが進展はありませんでした。 

昨年秋以降、大学では、グラウンド施設に対する整備方針の見直しがはじまりました。

御殿下グラウンドの付帯施設改善について、学生課体育チーム、東大運動会、渉外本部な

どとＬＢ会事務局との話し合いが、1月以降継続的に行われるようになりました。 

御殿下グラウンド付帯施設の改善素案を大学側と協議をおこない、七徳堂脇に「御殿下

ハウス」（更衣室、シャワー、トイレ等を含む）、病院側ピッチサイドにスタンド（チーム

ベンチ、本部席、応援席、用具室等含む）を新設する案が固まりました。付帯施設改善案

の具体的イメージを作るため、建築士の大塚隆氏(Ｓ44卒)に概観図作成をお願いしました。 

 東京大学へのプレゼンテーション 

4 月 20 日、体育施設の管理を担当している東大学生支援部の担当理事、部長、課長に対

して、ＧＲＰのプレゼンテーションを行いました。 

 御殿下グラウンドの歴史 

江戸時代

• 加賀藩屋敷の馬場

• 梅之御殿（御殿下グラウンド発掘調査で発見）

明治時代

• 本郷キャンパスの成立

• 陸上競技グラウンド（大運動会『三四郎』）

昭和時代

• 内田祥三の関東大震災復興計画

• ア式蹴球部全盛時には全日本選手権等大きな大会の会場

現代

• 御殿下記念館建設により公式試合不可（サッカー農学部グラウンドへ）

• ＦＩＦＡ公認人工芝グラウンド化で公式試合可、サッカー部復帰

 
 御殿下グラウンド付帯設備整備の提案 
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観客席 断面

グラウンド
ベンチ

観客席

 
 

 今後の日程 

5-6 月   大学内関係者との協議（学生課体育チームに協力） 

7-8 月 設計企画案作成 

9 月    ＧＲＰを大学プロジェクトと認定 

10-12 月 資金調達計画作成 

2011 年 東大基金を通じた募金活動開始 
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御殿下ハウス（仮称）：七徳堂に隣接する高台、樹林のなかに（現資材置き場） 

観客席 観客席：病院ピッチサイド、照明塔の間４０ｍ。 



ア式蹴球部の状況 

 2010 年度体制 

総監督：藪内俊和､監督：胡内健一､コーチ：鈴木宏尚 

主将：久木田紳吾(熊本)､副将：大内三千生(麻布)､松谷康平(浅野)､主務：白井英介(開成) 

◆ 2010 年度 春の戦績 

・総理大臣杯                             

4/4 二回戦(一回戦はシード) ●東京大学 0 1 武蔵大学(２部) 

・春季リーグ(第２節は休節) 

5/1 第１節(不戦勝) ○東京大学 3 0 立教大学(１部) 

5/5 第３節 ●東京大学 2 3 武蔵大学(２部) 

5/9 第４節 ○東京大学 2 1 玉川大学(１部) 

5/16 第５節 ●東京大学 1 2 大東文化大学(2 部) 

 

春の公式戦の応援やご支援、ありがとうございました。残念ながら、春の試合では良い結果は

あまり得られませんでした。結果が全てなので何とも言えない部分もありますが、練習や練習試

合をしていく中で、１部で戦える自信は芽生えています。秋季では、関東昇格という「結果」が得ら

れるように、さらに強くなれるよう全力で取り組んでいこうと思います。今後とも応援やご支援のほ

どよろしくお願いいたします。【主将 久木田紳吾】 

 

◆ 2010 年度 新 1 年生入部歓迎式 

4 月 24 日 18:00-20:00､ア式蹴球部部室において､新入部員の歓迎式を行い､LB 会から樋口理

事･事務局長､藪内理事･総監督､手島理事、吉澤理事､胡内理事･監督が出席し､ＬＢ会の概要と

東大サッカーの歴史の話をし､新入部員からはそれぞれの抱負が述べられました｡ 

今年は､イヤーブック発行など新入生勧誘活動（新勧）の効果もあったか、昨年より多くの新入

部員を迎えることができましたが､昨年同様 GK の獲得ができていないのは深刻な問題です｡ 

今年の入部者は以下の選手 19 名と女子のマネージャ/アシスタントトレーナー4 名です。 

■氏名/ポジション ■出身校 ■科類 

広川英司/MF 修道高校(広島) 理Ⅰ 

福永友樹/MF 栄光学園高校(神奈川) 理Ⅰ 

増岡慧/DF 岡崎高校(愛知) 文Ⅲ 

光永尚史/FW 攻玉社高校(東京) 文Ⅰ 

矢野槙一/FW 広大付属福山高校(広島) 理Ⅰ 

山川剛/DF 早稲田高校(東京) 理Ⅰ 

山口裕吾/DF 開成高校(東京) 理Ⅰ 

 【スタッフ】  

遠藤有香 日本女子大付属(東京)  

小林三奈美 常総学院高校(茨城) 文Ⅲ 

米田まりな 仙台第二高校(宮城) 文Ⅲ 

山崎華奈子 一宮高校(愛知) 文Ⅲ 
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■氏名/ポジション ■出身校 ■科類 

今泉誠也/FW 灘高校(兵庫) 文Ⅰ 

上原大樹/FW 昭和薬科大附属高校(沖縄) 理Ⅰ 

大島優迪/FW 浅野高校(神奈川) 文Ⅲ 

大薗隆太/DF 鶴丸高校(鹿児島) 文Ⅱ 

片桐直宏/MF 洛星高校(京都) 理Ⅰ 

片山元/DF 東大寺学園高校(奈良) 文Ⅰ 

賀茂駿介/FW 暁星高校(東京) 理Ⅱ 

吉清裕一/DF 桐蔭中等高校(神奈川) 理Ⅰ 

豊田泰大/MF 上野ヶ丘高校(大分) 文Ⅰ 

中川雄貴/MF 武蔵高校(東京) 文Ⅱ 

長尾林太郎/MF 暁星高校(東京) 文Ⅲ 

東野拓記/MF 東大寺学園高校(奈良) 理Ⅰ 



◆イヤーブックの発行 

２０１０年３月、ア式蹴球部は、年間活動報告をまとめた「イヤーブック」を発刉いたしました。 

まずは発刉に当たって多大なご協力をいただいた LB 各位に、この場を借りて御礼を申し上げ

ます。この「イヤーブック」は、①LB 会員への年間報告、②新入生及び高校生へのリクルーティン

グの 2つを目的として作成したものです。内容もこの 2点を主軸にまとめ、2009 年秋季リーグのレ

ビュー、選手インタビューなどを盛り込んでおります。初の試みということでご叱責をいただく箇所

も多々あるかと思います。次年度以降の改善のためにも忌憚なきご意見を頂戴できれば幸甚に

存じます。【４年 佐藤裕人】 

 

LB 会会費について 

 平成 2１年度の会費納入実績 

 平成 21 年度の会費につきましては､後掲の「ＬＢ会費納入者一覧表（H18～H21）」の通り、300

名の会員から 3,815 千円を納入頂きました｡平成 20 年度から 31 名､343 千円の増加となっており

ます。納入頂いた会員の皆様に感謝いたします｡ 

 （注）LB 会では会費の領収書は発行しておりません。後掲の表にお名前と金額があることを領

収の証とお考えください。 

 平成 22 年度の会費に関するお願い 

 LB 会としては､法人化後 5 年を迎えておりますが､現役への充分な支援とその他の LB 会の

活動の実施を考えた時､財政基盤は未だ脆弱なものと言わざるを得ません｡ 

 昨年と同様に､未納の方への納入促進、更に“口数増加” “口座振替利用の拡大” “名誉会

員の方の会費納入”のお願いを継続させて頂きますので､ご協力をお願いします｡ 

 

 会費の金額 

 会費の金額は､1 口 3 千円を 4 口以上でお願いします｡なお､大学院等に在学中の会員は 1

口以上で結構です(就職された時点で口数の増加をお願いします)｡ 

 

 名誉会員の方への会費納入のお願い 

LB 会では 70 歳以上の方を全員“名誉会員”とさせて頂いております｡今年度の名誉会員は､

昭和 37 年以前ご卒業の方となります｡(事務簡素化のため､卒業年次で区切らせて頂きます｡) 

名誉会員各位には､会費納入義務は負って頂かない事にしておりますが､現役への支援を

続けようとの考えの方に「任意」の額を会費としてお納めいただく事をお願いしております。 

今年度も､口座振替手続き済みの方はそのまま継続を､その他の方は､銀行・郵便局への払

い込みを宜しくお願いします｡新たに､口座振替手続きを行って頂くことも可能です｡下記担当者

まで書類の送付をご指示ください｡ 

 

 会費納入の手続き(1) 既に口座振替をご利用の方 

 既に会費の納入に口座振替をご利用頂いている方につきましては､１０月末頃に振替(引き

落とし)の手続きを行う予定です｡ 

 口数を増減される場合には､会費担当者（吉澤もしくは加川）に連絡を下さい。変更が無けれ

ば、昨年と同額を振替致します。 
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 会費納入の手続き(2) 昨年度の会費納入済みの方で口座振替が未だの方 

 昨年度の会費を銀行または郵便局から払い込みしてくださった方には「預金口座振替依頼

書」を同封しておりますので､是非とも今年度から口座振替のご利用をお願いします｡振り込み

手数料がゼロです。｢振替金額指示書｣と共に 7 月末までに下記の担当まで郵送をお願いしま

す(恐縮ですが郵送料をご負担ください)｡ 

  

口座振替への変更を望まない場合には､引き続き下記の銀行に振込むか､同封の｢払込取

扱票｣を使用し､郵便局から払込みをお願いします｡なお､会費の納入は 1 年中受け付けておりま

すが､今回は一応の区切りとして 7 月末までにお願いします｡ 

【振込先口座】 口座名義人はいずれも“東大 LB 会” 

①  みずほ銀行日本橋支店（038）（普通預金）番号：2213920 

②  三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋支店（020）（普通預金）番号：5125311 

 

 会費納入の手続き(3) 昨年度の会費をお納め頂いてない方 

改めて本年こそ､次の何れかの方法での会費の納入をお願いします｡なお､会費の納入は 1 年

中受け付けておりますが､今回は一応の区切りとして 7 月末までにお願いします｡ 

（1） 今後の会費納入の便のため｢口座振替｣の手続きをして頂く｡振込手数料がゼロです。 

 ｢口座振替依頼書｣等の必要書類をお送りしますので､下記の担当者まで､FAX､メール､ 

 電話でご連絡ください｡ 

（2） 上記の｢みずほ銀行｣または｢三菱東京 UFJ 銀行｣の口座へ振り込み頂く｡ 

（3） 同封の｢払込取扱票｣を使用し､郵便局から払い込み頂く｡ 

 

 【会費担当者】  ご不明な点ありましたら､何なりとご照会下さい。 

吉澤 伸明（S50年卒）                     

携帯： 090-7395－9559  

メール： aya8423@opal.dti.ne.jp 

自宅：〒233-0007 横浜市港南区大久保 1-13-14   

TEL&FAX：045-842-4173 

 

加川 実 （S53 年卒） 

メール：m-kagawa@d08.itscom.net 

自宅：〒223-0061 横浜市港北区日吉 1-18-37 

TEL&FAX：045-563-3684  
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◆ＬＢ会費納入者一覧表（Ｈ18，Ｈ19，Ｈ20，Ｈ21） 1/2 

ＬＢ会費納入者一覧表（Ｈ１８～Ｈ２1）
2010/5/29現在

卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H２１ 卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H２１ 卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H２１

S14 田村　三郎 \12 \12 \24 \12 口座 S38 梅村　洋 \12 \18 \18 \21 口座 S45 小菅　恭彦 \12 \12 \12 \12 口座
S16 原田　饒 \12 S38 高橋　一修 \12 \15 \15 \15 みずほ S45 小柳　望 \12 \12 \12 \12 口座
S18 渥美　節夫(逝去) \3 S38 中村　紀雄 \12 \12 \12 \12 口座 S45 佐藤　吉見 \12 \15 \15 \15 口座
S18 渡辺　隆二 \12 \15 \12 \12 郵便 S38 門馬　建 \9 \9 \9 \9 口座 S45 武田　厚 \15 \21 \21 \21 口座

S19 須賀　敏孝 \30 \30 \30 \30 口座 S38 山根　文吾（逝去）\12 S45 田代　康之 \12 \15 \15 \15 口座

S19 斉藤　賢吾 \1 郵便 S39 安達　二郎 \12 \15 \15 \15 口座 S45 桝井　成夫 \12 \12 \12 \12 口座
S22 長島　喬 \12 S39 宇尾　誠一 \12 \12 \12 \12 口座 S45 吉崎　英雄 \12 \12 \15 \15 口座

S22 三井　忠夫 \15 S39 小川　肇 \12 \12 \12 \12 口座 S45 渡辺　宏 \12 \12 \12 \12 口座

S23 高崎　達也 \12 S39 熊沢　英男 \12 \15 \15 \15 口座 S46 小原　正 \12 \12 \12 郵便
S24 松元　五郎 \15 S39 後藤　雅治 \15 \15 \15 \15 口座 S46 鹿島　文行 \12 \12 \12 \12 口座
S24 馬渡　一眞（逝去）\15 S39 中島　宏介 \12 \12 \12 \12 口座 S46 金丸　仁 \12 \12 \12 口座
S27 安氏　孝一 \10 郵便 S39 長田  綏男 \10 \10 S46 古村  一郎 \12 \24 \12 郵便
S27 吉富　裕 \12 \12 郵便 S39 八田　洋 \12 \12 \12 \12 口座 S46 櫻井　英人 \10 \12 \12 \12 口座

S28 柴沼  明 \15 \12 \12 郵便 S39 森　紘一 \12 \12 \12 \12 口座 S46 清木　俊行 \12 \15 \15 \15 口座

S28 坪田　亜規良 \12 \15 \15 郵便 S39 山浦　紘一 \24 \15 \12 \12 郵便 S47 赤松　秀樹 \12 \12 \12 \12 口座
S28 中原　壯六 \3 \10 \12 郵便 S39 山田　隆哉 \12 \15 \3 \12 郵便 S47 大日向　明 \12 \12 \12 \12 口座

S29 金井　弘夫 \4 \10 \12 郵便 S39 吉田　慶次 \12 \15 \15 \12 郵便 S47 金武　貢 \12 \24 \12 \12 郵便

S29 川辺　正行 \20 \15 \12 \12 口座 S40 新井　佼一 \12 \12 \12 郵便 S47 黒沢　秀樹 \12 \15 \15

S29 長山　樹 \12 S40 石田　金次郎 \12 \15 \15 \15 口座 S47 俵　　新 \12 \15 \12 みずほ

S30 折原　一雄 \12 \12 郵便 S40 石光　豊 \12 \12 \12 \12 口座 S47 手島　直幸 \12 \15 \15 \15 口座
S30 柴沼　晋 \12 \12 S40 太田　直幹 \12 \12 \12 \12 口座 S47 戸井　正明 \12 \24 \3 \12 郵便
S30 鈴木　美暢 \6 \12 郵便 S40 加藤　義章 \12 \12 \12 \12 口座 S47 宮路　康利 \12 \18 \18 \18 口座

S30 深見　浩一 \3 \3 \24 \12 口座 S40 川瀬　隆弘 \12 \12 \12 郵便 S47 山本　哲郎 \12 \15

S30 藤本　鉄也 \24 \12 \12 \12 口座 S40 畔柳　信雄 \12 \12 \12 \12 口座 S48 上妻　達也 \20 郵便

S31 浅見　俊雄 \12 \21 \21 \21 口座 S40 小林　邦彦 \12 \12 \12 \12 口座 S49 内田　純司 \15 \15 \15 \15 口座
S31 牛木　素吉郎 \12 S40 樋口　周嘉 \12 \21 \30 \30 口座 S49 岡田　滋行 \12 \12 \12 \12 口座
S31 岡野　俊一郎 \10 \10 \15 \15 郵便 S40 深澤　重幸 \12 \12 \12 郵便 S49 笠原　昌行 \15 \15 \15 \15 口座

S31 片山　義朗 \12 \12 \12 \12 口座 S40 間宮　誠一郎 \12 \12 \12 \12 口座 S49 佐々木　順孝 \12 \12 \12 \12 口座

S31 中島　裕 \12 S41 河島　洋征 \12 \18 \18 \18 口座 S49 田名　眞一 \12 \12 \12 \12 口座
S31 浜口　博彦 \12 S41 香山　晋 \15 \15 \15 口座 S49 西澤　良徳 \12 \12 \12 \12 口座

S31 山野　一郎 \12 S41 武田　勝年 \12 \15 \15 \15 口座 S49 三田　四郎 \12 \12 \12 郵便

S31 山本　修 \12 \12 \12 \12 口座 S41 中岡　智信 \3 \3 \3 \3 口座 S50 天野　裕 \12 \12 口座

S32 倉田　日出男 \12 \12 \12 郵便 S41 野村　晋作 \12 \12 \15 \15 口座 S50 荒川  吉彦 \12 \12
S32 嶋田　武夫 \12 \12 \12 \12 口座 S41 平田　攻 \12 \12 郵便 S50 遠藤　譲 \12 \12 \12 \12 口座
S32 津田　義久 \12 \12 \12 \12 口座 S41 廣瀬　英雄 \12 \12 \12 郵便 S50 大高　松男 \12 \12 \12 \12 口座

S32 原　靖二郎 \12 \12 \12 \12 口座 S41 藤井　俊治 \12 \15 \15 \15 口座 S50 尾崎　哲男 \12 \21 \21 \21 口座

S33 井田　信雄 \12 S41 渡辺　翼 \3 \12 郵便 S50 柴田　敏之 \12 \12 \12 みずほ

S33 木村　蓊(逝去) \12 \12 S42 草野　干夫 \12 郵便 S50 兵頭　圭介 \15 \30 \30 \37 口座
S33 小林　昭夫 \3 \12 \3 郵便 S42 熊谷　貞俊 \12 \12 \12 \12 郵便 S50 山中　馨 \12 \12 \12 \12 口座
S33 西野　宏 \12 \15 \18 \18 郵便 S42 小柳　理 \12 \12 \12 \12 郵便 S50 山辺　福二郎 \12 \12 \12 \12 口座

S33 浜口　幸久 \12 \12 \12 \12 三菱 S42 坂井　忠昭 \12 \12 \15 \15 口座 S50 吉澤　伸明 \12 \21 \21 \30 口座

S34 梅本　進 \12 S42 田代　忠之(逝去） \12 \3 S50 大西　生泰 \6

S34 畔柳　敏雄 \12 \15 \15 \15 口座 S42 鳥原　光憲 \15 \15 \15 \15 口座 S50 松下　兼幸 \12 \12 \12 \12 口座

S34 高山　武彦 \12 S42 見米　紘一 \12 \12 \12 \12 口座 S51 池森　俊文 \12 \12 \18 \18 口座

S34 佐藤　芳夫 \12 \12 \24 郵便 S42 吉田　茂男 \24 \12 口座 S51 植村　祐幸 \10 \12 \12 みずほ

S34 高田　宗昌(逝去）\12 \12 \12 \12 口座 S43 小西　敏夫 \12 \12 \12 \12 口座 S51 小野田　荘平 \12 \12 \12 \12 郵便
S34 長崎　充博 \6 \6 \12 \12 郵便 S43 諏訪　勝久 \12 \12 \12 \12 口座 S51 影本　浩 \12 \12 \12 \12 口座

S34 朋部　一郎（逝去）\12 S43 中井　省 \12 \12 \12 \12 口座 S51 杉浦　裕 \12 \12 \12 \12 口座

S35 伊野部　元彦 \12 S43 小川　恭二 \12 \12 \12 \12 口座 S51 田中　靖 \12 \12 \12 \12 口座
S35 小山　冨士夫 \12 \12 \12 \30 口座 S43 小林　将志 \12 \15 \15 \15 口座 S51 谷本　篤信 \12 \12 \12 \12 口座

S35 長濱　毅 \20 S43 中尾　捷 \12 \12 \12 郵便 S51 堀井　茂 \12 \18 \18 \18 口座

S35 福田　泰二 \12 \12 \12 \12 口座 S44 石田　祐幸 \12 \12 \12 \12 口座 S51 御園　慎一郎 \12 \12 口座

S35 山川　博司 \12 \12 S44 大塚　隆 \12 S51 单谷　尚志 \12 \12 \12 \12 口座

S36 足立　格一郎 \12 \15 \15 \15 口座 S44 大町　達夫 \12 \12 \12 郵便 S51 宮武　明 \12 \12 \12 \12 口座

S36 高場　眞平(逝去)\12 S44 加納　研之助 \12 \12 \12 \12 口座
S36 野澤　量一郎 \12 \12 \12 \12 口座 S44 北川　薫 \12 \12 \12 \12 口座
S36 松村　保 \12 \12 \12 \12 郵便 S44 杉山　健一 \12 \12 \12 \12 口座

S36 本林  徹 \12 S44 小林　喜一 \12 \12 \12 郵便 口座：口座振替
S37 喜多　康夫 \12 \12 \12 \12 口座 S44 友定　正治 \9 \12 \12 郵便 郵便：郵便振込
S37 斎藤　次郎 \12 \12 \12 \12 口座 S44 永峰　富一 \12 \12 \12 \12 口座 三菱：三菱東京UFJ
S37 高嶋　伸享 \12 \12 S44 鍋島　厚 \12 \12 \12 \12 口座 みずほ：みずほ
S37 名越　英夫 \12 \12 \12 \12 三菱 S44 馬郡　貴司 \12 \12 \12 口座

S37 三浦　二郎 \12 \12 \12 S44 松岡　誠也 \12 \12 \12 \12 口座

S44 八林　秀一 \12 \12 \12 \12 口座

S44 藪内　俊和 \12 \12 \15 \15 口座  
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 ＬＢ会費納入者一覧表（Ｈ18，Ｈ19，Ｈ20，Ｈ21） 2/2 

卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H２１ 卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H２１ 卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H２１

S52 池田　吉彦 \15 \15 \15 \15 口座 S63 今井　勝典 \12 \12 H13 伊藤　陽介 \12 \12 \12 \12 口座
S52 加藤　重和 \15 \15 郵便 S63 金子　健紀 \12 \15 \15 \15 口座 H13 小川　和聖 \12 みずほ
S52 藤原　真一 \12 \15 \15 \15 三菱 S63 久保田　健 \12 \12 \12 口座 H13 我部　有 \12 \12 \12 \12 口座

S52 三島　茂 \12 \12 \12 \12 口座 S63 鹿園　直毅 \12 \12 \12 \12 口座 H13 長瀬　拓生 \12 \12 \12 \12 口座

S52 森井　太一 \15 \15 みずほ S63 末永　孝彦 \12 \15 \15 \12 みずほ H14 上間　匠 \12

S53 青山　研一郎 \12 \12 \12 \12 郵便 S63 利重　孝夫 \12 \15 \12 \15 口座 H14 沖野　泰之 \3 \3 \3 \3 口座
S53 阿部　吉弘 \12 \12 \12 \12 口座 S63 外野　雅彦 \12 \12 \12 郵便 H14 柿木　充 \12 \18 \18 \18 口座

S53 井田  淳 \12 \12 \24 \12 口座 S63 山本　武志 \12 \12 \12 口座 H14 光井　逸平 \12 \12 みずほ

S53 加川　実 \12 \12 \12 \12 口座 H1 大久保　将之 \12 \12 \12 \12 口座 H14 山中　直岐 \6 \6 \6 \6 口座

S53 潜道　隆 \12 三菱 H1 後藤　裕一 \12 \12 H15 都島　豪志 \12 \6 \6 \6 口座

S53 本庄　孝志 \12 \12 \12 \12 口座 H2 小幡　健太郎 \12 \12 H15 緒方　崇裕 \12
S53 森　俊勝 \12 \12 郵便 H2 鹿取　正信 \12 H15 小野　高志 \12 \12 \12 \12 口座

S53 山崎　隆志 \12 \12 \12 \12 口座 H2 金元　輝 \12 \12 \12 \12 口座 H15 中島　大智 \12 \15 \15 \15 口座

S54 上村　司 \12 \15 \15 \12 三菱 H2 金児　敦弘 \12 H15 米山　雅也 \12 \12 \12 \12 口座
S54 岸戸　健 \15 \45 三菱 H2 熊岡　尚 \12 \12 \12 \12 口座 H15 胡内　健一 \12 \12 \12 \12 口座
S54 広瀬　一郎 \12 \12 \12 \12 口座 H2 黒木　博史 \12 \12 H15 新山　通世 \12 \12 \12 \12 口座

S54 宮　恭久 \12 \12 \12 \12 口座 H2 住谷　安史 \12 \12 \12 \12 口座 H15 吉田　寛 \12 \12 \12 \12 口座

S54 吉江　建一 \12 \12 \12 \12 口座 H2 中村　文彦 \12 \18 H16 河島　清貴 \12 \12 \12 \12 口座

S54 吉野　元章 \15 \15 \15 \15 口座 H2 橋本　昌司 \12 \12 \12 郵便 H16 小松　幸広 \12 \12 \12 \12 口座

S55 青山　市三 \12 \12 \12 \12 口座 H2 早野　裕 \12 H16 鈴木　泰輔 \12

S55 飯島　正 \12 \12 \12 \12 口座 H3 浅野　聖太 \12 H16 清　雄一 \15 \15 \15 \15 口座
S55 井田　陽彦 \12 \12 \12 \12 口座 H3 荒巻　俊也 \12 \12 H16 高橋　康一 \12 \12 \12 \12 口座
S55 大塚　伸宏 \12 \12 \12 \12 口座 H3 小島　恭 \12 H16 贄川　俊 \15 \15 \15 \15 口座
S55 柿木　真澄 \12 H3 白枝　哲次 \24 \12 口座 H16 茂木　高志 \12 \12 \12 口座
S55 菊地　保旨 \12 三菱 H3 中村　聡 \12 H16 山地　毅彦 \12 \15
S55 佐藤　敦郎 \12 \12 \12 \12 口座 H3 平岡　洋 \12 H16 渡部　雅史 \12 \12 口座

S55 湊　和則 \12 \12 \12 \12 口座 H3 山口　壱和 \15 \12 \15 \12 口座 H16 渡辺　勇樹 \12 \12 \12 \12 口座

S55 宮崎　洋 \12 \12 口座 H3 山田　祈一 \12 \12 \24 三菱 H17 青山　昌太 \3

S55 山本　洋一 \12 H4 天野　賢一 \12 \12 \12 \12 口座 H17 河村　俊太郎 \3 口座

S56 安藤　豊 \12 \12 \12 郵便 H4 稲村　孝史 \12 H17 坂本　優 \3 \12
S56 牛窪　健一 \12 \12 \12 \12 口座 H4 早間　央 \9 \9 口座 H17 瀬谷　洋平 \12
S56 田中　聡 \12 \12 \12 \12 口座 H4 中村　一朗 \12 \12 H17 辻　正太 \18 \15 \15 口座
S56 福田　信夫 \12 \9 \12 郵便 H4 蜷川　明男 \12 \12 \12 口座 H17 馬場　文玄 \12

S56 松元　明弘 \12 みずほ H4 前沢　重男 \12 郵便 H17 一言　正之 \3 \15 \15 \15 口座

S57 飯島　敦 \12 \12 \12 \12 郵便 H5 堀江　弘一郎 \12 \12 H17 牧　尚史 \3 \15 \15 \15 口座

S57 坂田　中 \12 \12 \12 口座 H5 星川　佳広 \12 \15 \12 三菱 H18 朝倉　赳　 \3 \12 \12 \12 口座

S57 志水　利彰 \12 \12 \12 \12 口座 H5 磯　　新 \12 \15 \12 H18 岩田　真吾 \12 \12 \12 \12 口座

S57 川村　公一 \12 みずほ H6 霜島　弘則 \50 \36 H18 上土居　悠 \15 \15 \15 \15 口座

S57 福沢　伸哉 \12 \12 \12 \12 口座 H7 大石　智弘 \12 H18 梶原　康嗣 \3 \3 \3 \3 口座

S58 安　秀和 \12 \24 口座 H7 高橋　康之 \12 H18 北村　篤司 \3 \3 \3 \3 口座
S58 植田　浩 \12 \12 \12 \12 口座 H7 信国　陽二郎 \12 H18 寺田　宏幸 \12 \12 \12 \12 口座
S58 熊倉　政宣 \12 \10 \12 \12 口座 H7 森田　博通 \10 \12 H18 福島　周作 \3 \3 \3 \3 口座
S58 斎川　路之 \12 \24 口座 H7 吉川　健司 \12 \12 \12 口座 H18 宮副　照久 \3 \3 \3 \3 口座

S58 清水　靖裕 \12 \12 \12 口座 H7 分部　隆夫 \10 H18 山崎　浩平 \3 \3 \3 \3 口座

S58 高木　智 \12 H8 阿部　貴弘 \12 \12 H19 赤木　升 \3 \3 \15 口座
S58 明日香（張）　寿川\12 \12 三菱 H8 神田　毅 \12 H19 池田　亮一 \3 \24
S58 中谷　知弘 \12 \15 \12 みずほ H8 鈴木　智典 \12 \12 \12 \12 口座 H19 石川　敏照 \3
S58 中野　北斗 \12 H8 古川　弘之 \15 \15 \15 \15 口座 H19 石黒　雄一 \12 \12 \12 口座
S58 橋本　睛充 \12 \15 \15 \15 口座 H8 前川　圭吾 \15 \21 \15 三菱 H19 今西　康雄 \12 みずほ

S58 和田　康太郎 \12 \15 \15 \15 口座 H8 松田　直樹 \12 \12 \12 \12 口座 H19 金子　泰拓 \3 \12 みずほ

S59 井上　次典 \12 H9 竹内　眞之介 \12 \12 三菱 H19 河村　卓修 \12 \12 \12 口座
S59 柴田　周 \12 \12 \12 \12 口座 H9 塚本　俊作 \12 \12 三菱 H19 斎木　拓郎 \3 \3 口座
S59 赤城　庸人 \15 \15 \15 \15 口座 H9 原田　剛 \10 \12 みずほ H19 諏訪　俊 \15

S59 萩原　豊 \6 \6 \6 \6 口座 H9 村岡　哲郎 \12 H19 西村　直紀 \3 \3 \3 口座

S60 伊藤　洋 \12 \12 \12 \12 口座 H9 吉田　貢士 \15 \12 御殿下ｻｯｶｰｽｸｰﾙ \36 \36 \36 口座

S60 牛草　哲朗 \12 H10 秋山 淳 \12 \12 H20 青木　宏 \12 \12 口座
S60 小野　平 \12 \12 \12 \12 口座 H10 端本 昌夫 \12 \3 H20 碇　知也　 \3 \12 口座
S60 河合　耕作 \12 H10 菱沼 紀行 \12 \30 H20 伊藤　貴寛 \12 口座

S60 近藤　晋 \12 \12 みずほ H10 矢野 将文 \12 \12 \12 H20 門田　大範 \12 みずほ

S60 安田　賢一 \12 みずほ H11 大谷　聡 \12 \12 \12 \12 口座 H20 金山　祐介 \6 みずほ

S60 久井　大樹 \15 H11 小林　政雄 \12 \12 \12 \12 三菱 H20 水口　智 \6 口座

S61 小泉　泰郎 \12 \24 みずほ H11 永井　伸 \12 \12 \24 \12 郵便 H20 菊月　達也 \3 \3 口座
S61 森　光金 \12 \15 H11 日高　直俊 \12 H20 木野本　朊哉 \12 \12 口座

S61 山本　昇 \15 H11 樋渡　類 \3 \3 \3 口座 H20 杉山　翔一 \3 \3 口座

S62 佐藤　哲治 \15 \15 \15 \15 口座 H11 宮川　尚久 \12 \15 \15 \15 口座 H20 畑中　計政 \3 \3 みずほ

S62 鈴木　修二 \12 \12 \12 \12 口座 H12 伊地知　亮太 \12 \12 \12 \12 みずほ H20 宮本　 雅之 \12 \12 口座

H12 下田　　修平 \36 Ｈ21 林　敏 \12 口座

Ｈ21 千布　勇気 \3 みずほ

H18：275人、3270千円 Ｈ21 中野　誠 \12 三菱

H19：295人、3720千円 Ｈ21 中島　悠司 \3 三菱

H20：269人、3472千円 H21 船本　洋平 \15 みずほ

H21：300 人、3815千円 Ｈ21 西　健吾 \3 三菱

Ｈ21 水澤　仁雅 \3 みずほ 
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一部昇格特別寄付金納入者一覧表 H22.2.27
卒年 氏名 金額/千円 卒年 氏名 金額/千円

19 須賀　敏孝 100 46 櫻井英人 5

20 岡本潤一 5 47   俵      新 5
28 柴沼　明 5 47 宮路　康利 5
29 川邊　正行 5 47 戸井　正明 5
29 長山　樹 5 47 黒沢　秀樹 5
31 浅見 俊雄 15 47 手島　直幸 5
31 牛木　素吉郎 5 49 内田純司 15
32 津田　義久 5 49 岡田　滋行 5
32 山本　修 5 49 佐々木　順孝 5
33 小林昭夫 5 50 尾崎　哲男 30
33 西野　宏 5 50 吉澤 伸明 5
34 畔柳　敏雄 10 50 兵頭　圭介 30
35 小山　冨士夫 5 51 池森俊文 30
36 松村　保 5 51 植村裕幸 10
36 本林　徹 5 51 小野田　荘平 5
39 宇尾　誠一 5 51 田中　　靖 5
40 石田　金次郎 5 51 堀井　　茂 5
40 畔柳信雄 50 51 宮武明 10
40 樋口　周嘉 5 51 影本　　浩 5
40 間宮誠一郎 5 51 单谷　尚志 5
41 武田　勝年 5 54 上村司 5
41 野村　晋作 15 54 広瀬　一郎 5
41 廣瀬英雄 5 54 吉江健一 5
41 藤井俊治 5 54 吉野元章 5
41 渡辺　　翼 5 54 岸戸　健 5
42 小柳　理 5 55 飯島　正 5
43 小川恭二 5 55 井田　陽彦 5
43 中井省 10 55 佐藤　敦郎 5
43 小西　敏夫 5 56 牛窪　健一 5
44 石田祐幸 5 56 田中　聡 5
44 馬郡貴司 10 56 福田　信夫 5
44 大町達夫 5 58 中谷　知弘 5
44 加納研之助 5 58 和田　康太郎 5
44 小林　喜一 5 62 佐藤　哲治 5
44 永峰富一 5 62 鈴木　修二　　 5
44 鍋島厚 5 62 馬場　洋一 5
44 松岡誠也 10 63 金子健紀 10
44 藪内俊和 5 H19 今西　康雄 5
44 八林　秀一 5 H21 中野　誠 5
44 北川　　薫 5
45 小菅恭彦 10 合計　84人 720
45 田代康之 15 (10．1.11)
45 吉崎 　英雄 5
45 佐藤　吉見 10
45 武田　　厚 5  

訃報 

前回の LB 会報発行以降にお亡くなりになったとの報に接しました方は､以下の通りです｡ 

ここに謹んでお知らせするとともに､衷心より､哀悼の意を表します｡(敬称略) 

卒年       氏名         ご逝去日 

昭和 22 年   黒津 亮二    2010 年 4 月 20 日 

昭和 34 年   高田 宗昌    2010 年 1 月 2 日 
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LB 会年代別チームの活動 

 チーム Diego (2010 年 6 月 20 日時点) 

東京都社会人サッカーリーグ 2 部 

○チーム Diego ３－０ MALT’S 墨田 

●チーム Diego １－２ Jam FC 

△チーム Diego ４－４ 駿台クラブ 

●チーム Diego １－２ 府中アスレティックス 

●チーム Diego ３－４ 目白クラブ 

1 勝 3 敗 1 分 暫定順位 8 位(13 チーム中) 

OB を中心としたチームでは、文京区リーグ、TML(Tokyo Metropolis League)２部でも活動中。 

いつでも誰でも選手募集中です(胡内 kouchiken@hotmail.com まで連絡ください)  

 

 LB50･LB60･LB70 の試合の実績 （2009 年 12 月から 2010 年 6 月まで） 

 12 月 13 日 新小岩の私学共済のグラウンドでの年中クラブ及び FC ウェスタンとの試合、

S40～S50 の 11 人という厳しい状況でしたが､2 試合とも勝利を収めました｡ 

 12 月 19 日 納会前の紅白戦、S33～S63 の 27 人の参加がありました｡ 

 2010 年 1 月 19 日 御殿下で初蹴り会を行い､昨年と同じ小石川高校 OB の紫躒(シラク)

と LB60 が､東大ダックスと LB50 が対戦しました｡参加者は S31～S63 の 36 人で､紫躒に

は完敗､ダックスには完勝でした｡ 

 1月17日 千葉大学サッカー部の創部 60周年記念行事の一環として､フクダ電子アリーナ

に招待され､LB60､LB50 それぞれが試合をしました｡参加者は S29～S58 の 30 人でした｡ 

 2 月 7 日 千葉大から LB60 がフクダ電子アリーナのサブグラウンドであるフクダ電子スク

エアに招待され､S31～S47 の 17 人が参加しました｡この日は､現役も招待され､こちらはフ

クダ電子アリーナで千葉大と対戦しました｡ 

 3 月 6 日 市原スポレクパークで七大学 OB 戦が開催され､LB50 と LB60 が参加しました｡

参加者は LB60 が S29～S47 の 19 人､LB50 が S49～S63 の 17 人でしたが､残念ながら､

両チームとも芳しい成績を収めることはできませんでした｡ 

 3 月 20 日 LB50 が､S50 卒の柴田さんのコロンボ赴任を前にした壮行試合を検見川グラ

ウンドでダックスと行い､S41～S53 の 15 人が参加しました｡試合は仲良く引き分けでした｡ 

 3 月 27 日 LB60 が 4 月の東京都シニア大会(16 チーム参加の大会)に備えて､東京ガス武

蔵野苑多目的グラウンド(小平)で多摩ロイヤル 08 との練習試合を行いました｡参加者が

S32～S47 の 12 人と尐なく､且つ守りの中心を欠く事態で､3-8 で完敗をしてしまいました｡ 

 4 月 4 日 駒沢補助競技場で行われた東京都シニア大会の予選リーグには､S38～S47 の

19 人が参加し､FC ウェスタンに 2-0､杉並リベルタに 1-0 で勝利したものの中央大 OB の白

蹴会に 0-1 で惜敗し､グループ 2 位で 5～8 位決定戦に回りました｡ 

 4 月 17 日には LB50 が巣鴨の三菱養和会のグラウンドで､福島大の OB チーム FCC84 と

対戦し､2-1 で勝利を収めました｡ 

 5 月 2 日 小平の東ガスのグラウンドで行われた東京都シニア大会の順位決定戦には

S38～S47 の 16 人が参加し､青山(セイザン)キッカーズに 4-1､練習試合で負けた多摩ロイ

ヤル 08 に 2-1 で勝ち､5 位を確保しました｡ 
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 5 月 3 日 仙川の第一生命相娯園で恒例の東早慶三大学の超 OB 戦が開催されました｡

試合参加者は S29～S59 の 43 人で､初夏の一日､試合とその後のビールを楽しみました｡ 

 5 月 12 日 LB70 が､平塚市馬入ふれあい公園グラウンドでの神奈川県のチームとの交流

試合に参加し､湘单ペガサス､神奈川 East､神奈川 West と対戦しました｡参加者は S29～

S41 の 14 人でした｡ 

 5月22日､23日 茨城県古河市で行われた古河市マスターズサッカー大会にLB50とLB60

が参加しました｡2 日間で 20 分ハーフの試合を 2 試合ずつという厳しい条件で､しかも両チ

ーム共に両日共､11～12 人という状況でしたが無事に乗り切り､LB60 は 3 勝 1 分､LB50 は

2 勝 1 敗 1 分でした｡参加者は LB60 が S40～S49 の 15 人､LB50 が S50～S58 の 17 人(但

し､2 日間通しての参加者は 7 人と 6 人)でした｡ 

 6 月 5 日 LB50/60 混合チームで､人工芝化された農学部グラウンドで S40～S63 の 31 人

が参加して京大男組および東大ダックスとの親善試合。 

 6 月 12 日 第一生命相娯園で S44～S63 の 19 人が参加して第一生命シニアと親善試合。 

 6 月 19 日 三菱養和会調布グラウンドで東京シニアとの試合。S40～S53 の 16 人が参加。 

 6 月 26 日 御殿下で櫻蹴シニアクラブと試合｡S41～S59の 18人が参加。 

 東京で東京シニアとの試合が行われていたのと時を同じくして､6 月 19 日に LB 関西の京

大男組との試合が川西市の伊藤忠商事のグラウンドで行われました｡2008 年 10 月にスタ

ートした LB 関西は最初の試合こそ S39～S57 の 15 人の参加がありましたが､その後 2009

年の初蹴り会から 2010 年の初蹴り会までの 4 回の試合では一橋大学の OB に助人をお

願いしてチームが成立するという状態が続いていましたが､6 月 19 日の試合ではメンバー

が若手にまで広がって S49～H14 の 16 人参加という嬉しい状況を迎えることができました｡ 

 

 LB50･LB60･LB70 の試合予定 

 7 月 17 日(土) 対千葉大 OB 15 時～ @農学部グラウンド (LB50､LB60) 

 7 月 31 日(土) 京大戦前夜祭 in 東京 13 時～ @御殿下グラウンド 

 7 月 31 日(土) 京大戦前夜祭 in 京都 14 時～ @京大農学部グラウンド 

 8 月 1 日 (日) 京大戦の OB 戦 @京大農学部グラウンド 

 8 月 14 日(土)  対栄光学園高校 OB 13 時～ @御殿下グラウンド (LB50) 

 8 月 15 日(日) 対年中クラブ 14 時～ @夢の島競技場 (LB60) 

 9 月 18 日(土)､19 日(日) スーパーエイジサッカーin 刈谷 (LB60、LB70) 

 11 月 3 日(水･祝) 三大学超 OB 戦 @第一生命相娯園 (LB50～70) 

 11 月 7 日(日) 藤枝遠征 対藤枝フットボールクラブ (LB40～70) 

 11月14日(日) ホームカミングデイ サッカーイベント (藤枝FC他を招待)  (LB40～70) 

 

ＮＨＫ総合テレビで気になる言葉「蹴球」の取材をうける 

6 月 7日(月) 14：05～14：55の NHK総合(1ch)の「お元気ですか日本列島」の中の「最近

気になる言葉」というコーナーでワールドカップの開催に因んで「蹴球」が取り上げられ

ました。大学サッカー部で部の名前に「ア式蹴球」を冠している大学の一つとして取材を

受け、部室の前の「東大ア式蹴球部」と書いてある看板とユニフォーム姿の現役 3人の写

真が放映されました。       
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ア式蹴球部 2010 年全メンバー 

 

５月３日東早慶ＯＢ定期戦（第一生命相娯園） 

 

6 月 19 日関西ＬＢ (川西市伊藤忠商事グラウンド) 
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