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2008 年は東大サッカー部 90 周年を華々しく盛り上げることができました。祭りのあと

の一服感もありますが、新たな 10 年のはじまりです。LB も気合を入れていきましょう。 

年 2回刊行予定の LB 会報ですが、90 周年行事のため 2008 年秋の号を休んでしまいました。 

LB 会報第 4 号に 昨年度後半からの情報をまとめました。 

東大ア式蹴球部 指導体制を一新しました。応援をよろしくお願いします。 

90 周年記念誌「東京大学のサッカー」 好評で残部僅少となりました。未購入の会員 急ぎ購

入手続きをしてください。 
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定時社員総会報告 

3 月 14 日本郷山上会館にて第 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。 

� 有限責任中間法人から一般社団法人へ 

2006 年 1 月 23 日設立の｢有限責任中間法人東大 LB 会｣ ､2008 年 12 月 1 日施行の｢一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号）｣により｢中間法人法｣が廃止さ

れることから､｢一般社団法人｣に移行しています。法人名変更に伴う定款の変更を行うことを議

決しました。 

 

� 2008 年度事業報告 

2008 年度 ､東大ア式蹴球部創部 90 周年の記念行事を中心とした 1 年間でありました｡ 

 

●2007 年度から始めた部史の編集作業を 90 年記念誌刊行の位置付けで 90 年記念プロジェク

トの中心に据え､浅見理事長を委員長とする編集委員会において東京大学ア式蹴球部 90 年記

念誌｢東京大学のサッカー｣：｢闘魂 90 年の軌跡｣と｢ライトブルーの青春譜｣の 2 分冊をとりまとめ､

1,000 セットを刊行しました｡ 

 

 

●その他の 90 年記念プロジェクト全体の計画･運営に当たるために西野副理事長を長とする 90

年記念プロジェクトチーム(90PT)を設けて､以下の活動を行いました｡ 

1.  5 月 24 日に五月祭において､公開パネル討論｢大学サッカーの未来を考える｣の開催協力 

2.  11 月 15 日にホームカミングデイにおいて｢御殿下グラウンドでサッカーをやろう ｣の主催 

3.  記念ポロシャツの製作･頒布 

4． 記念誌｢東京大学のサッカー｣の頒布 

5． 12 月 19 日に学士会館本館において｢東京大学ア式蹴球部 90 年記念講演・パーティー｣

の開催 

 

●現役支援事業として ､コーチ及びトレーナーとの年間契約の他､新たなこととして､数年に一

度の現役の公式戦用ユニフォームの新調に際しての支援を行うことを決定し､2008 年度の新調

に際して費用の約 2/3 を負担しました｡ 
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●一方､記念事業への注力の反動として､会費納入率向上のための活動､LB 会報及び LB 会ホ

ームページによる広報活動等が前年度に比べて低調になったこと 反省事項です｡併せて､年代

別チームも例年の半分程度の試合数と低調な活動となりましたが､関西 LB がスタートし､10 月に

初めての親善試合を京大 OB と行ったこと 記念すべきことであります｡ 

 

（写真説明）関西ＬＢの初戦（2008 年 10 月 25 日）の参加メンバー 

後列左より、南谷( 51)、湊( 55)、岡田( 49)、安藤( 56)、本庄( 53)、

川村( 57)、福沢( 57)、牛窪( 56)、安藤奥様女子マネ。前列左より、

大高( 50)、中尾( 43)、中島( 39)、平田( 41)、小西( 43)、熊谷( 42)、

宮路( 47) 

 

●御殿下少年サッカークラブ ､例年に比して､会員減と合宿を行わなかったこともあって収入減

となる一方で､コーチへの報酬が増える結果となり､単年度収支で赤字となりました｡ 

 

●新たな事業として､2007 年から 1 月に国立競技場で開催されてきたロイヤル(O-70)サッカー東

西対抗戦に関し､過去 2 回の大会の主催者であった東京都サッカー協会及び大会発起人の小野

津氏と協議の結果､2009 年の大会 ｢ロイヤル(O-70)サッカー東西対抗戦実行委員会｣の主催と

すること及び実行委員会 これまで運営支援を行ってきた東大 LB 会を中心として組織すること

が決まったことから､浅見理事長を実行委員長とする体制で大会開催に向けての準備作業を行

い、2009 年 1 月 17 日に大会 成功裡に実施されました。 
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� 2008 年度決算 

記念誌刊行を じめ 90 年記念事業が加わったため、前年度に比べ収入 494 万円増の 1,083

万円、支出 545 万円増の 1,126 万円で、43 万円の赤字でした。90 年記念事業 若干のプラス

であり、赤字の主因として会費収入とサッカー教室収入の減少があげられます。 

平成２０年度の決算資料 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 

　2008年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　損益計算書

　　2008年1月1日から2008年12月31日まで

有限責任中間法人東大ＬＢ会

当年度（Ｈ20） 前年度（Ｈ19） 増減 摘 要

Ⅰ　収入の部 口座振替　　　　　184人（前年比8人増）

１　会費・入会金収入 3,629,000 3,866,000 △ 237,000 みずほ　　　　　　　19人（　〃　6人減）

入会金収入 0 9,000 △ 9,000 三菱東京ＵＦＪ　 　17人（　〃35人減）

会費収入 3,629,000 3,857,000 △ 228,000 郵便振替　　   　　66人（　〃　11人増）

２　事業収入 6,938,703 1,584,776 5,353,927 　合計　　        　286人（　〃　22人減）

サッカー教室委員会 570,303 1,066,776 △ 496,473 前年 合宿あり

部史編集委員会 6,287,400 0 6,287,400 ☆90年記念事業全部･内訳下記参照

総務会 81,000 518,000 △ 437,000 H20:HCD　 Ｈ19:京大戦・納会参加費収入

３　寄付金収入 251,310 427,500 △ 176,190

試合参加者寄付金 251,310 427,500 △ 176,190 ＬＢサッカー参加者より

４　その他収入 14,392 10,641 3,751

利息収入 14,392 10,641 3,751 預金利息

当期収入合計 10,833,405 5,888,917 4,944,488

Ⅱ　支出の部 ア式支援

１　事業費 11,025,284 5,488,144 5,537,140 ｺｰﾁ250万＋ﾄﾚｰﾅｰ100万 3,508,960

（１）ア式蹴球部支援 4,515,460 4,040,696 474,764 ﾕﾆﾌｫｰﾑ（前年 製氷機他） 1,000,000

（２）年代別チーム運営 0 0 0

（３）サッカー教室 739,395 737,822 1,573 少年ｻｯｶｰ　合宿減・ｺｰﾁ謝礼増

（４）部史編集 5,415,479 0 5,415,479 ☆90年記念事業全部･内訳下記参照

（５）総務会 213,585 454,896 △ 241,311 HCD/五月祭関係　Ｈ１９京大戦

（６）LB会報 141,365 254,730 △ 113,365

２　管理費 236,849 324,880 △ 88,031

租税公課 67,872 81,975 △ 14,103 　均等割

慶弔費 0 47,250 △ 47,250

会議費 39,939 50,824 △ 10,885 会議室使用料・資料コピー代

支払手数料 43,543 54,778 △ 11,235 口座振替手数料 ､振込手数料

雑支出 85,495 90,053 △ 4,558 ＨＰｻｰﾊﾞー 他

当期費用合計 11,262,133 5,813,024 5,449,109

当期利益 △ 428,728 75,893 △ 504,621

☆90年記念事業内訳

　　　　　記念事業収入 　　　　　　記念事業費 　　　　（90年記念事業内訳のコメント）

記念誌売上 1,810,000 製作費 3,493,095 　　　収入628万円 支出600万円で若干のプラスに

ﾎﾟﾛｼｬﾂ売上 1,044,000 ﾊﾟｰﾃｨ代 1,283,847 　　　おさまりました。

ﾊﾟｰﾃｨ参加費 819,000 会議費・送料 333,119

ﾊﾟｰﾃｨ祝儀 150,000 ﾎﾟﾛｼｬﾂ代 897,210

広告掲載料 150,000 小計 6,007,271

90周年寄付金 2,314,400 記念誌在庫 △ 502,992  144冊

ﾎﾟﾛｼｬﾂ在庫 △ 88,800   32枚

6,287,400 5,415,479

科 目
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� 2009 年度事業計画 

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

動することが議決されました。 

事業 2009 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 

新指導体制支

援の確立 

� コーチとの雇用契約 

� 新入生勧誘活動支援 

� 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 

4 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（東京） 

� ｽｰﾊﾟｰｴｲｼﾞｻｯｶｰ in 刈谷 

� 藤枝 FC との定期戦 

� 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 

11 月 

4.東大サッカー

史編集事業 

 

90 周年記念誌

の頒布と資料

収集保管体制

整備。 

� 訂正表の作成 

� 資料保管キャビネット購入 

� 高校へ東大サッカー史追加寄贈 

� 学生と資料収集体制検討 

3 月 

4 月 

5 月 

6 月～ 

5.サッカーを通

じて海外交流事

業 

海外の先端サ

ッカーとのふ

れあい模索。 

� イェール大学同窓会との交流 

� 国際サッカーツアー協賛 

6 月 

未定 

6.グラウンド・

施設管理運営受

託事業 

 

グラウンド施

設改修につい

て大学当局と

交渉基盤をつ

くる。 

� 大学当局とのコミュニケーショ

ン（学生主務と協同） 

随時 

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。 

� 法人名変更に伴うホームページ

のリニューアル 

� LB 会報の発行 

3 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。 

� 正会員（イ）の勧誘 

� 女子マネ OG の勧誘 

� 会費納入率 UP 作戦 

� 会員名簿の刊行 

6 月、10 月 

6 月、10 月 

7 月 

11 月 
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� LB 会役員及び代議員 

LB 会の定款で ､理事の任期 2 年間であり、現在の理事長以下 18 名の理事 ､全員 2007 年

3 月の定時社員総会において選任されているので､全員がこの 3 月の定時社員総会で任期満了

となります。代議員 2007 年の定時社員総会時に選任された 3 名の改選期に当たり､また 2009

年の卒業生の中から新代議員の選任を行うことが必要でした。 

新たに、代議員と理事の選任が行われました。新役員と代議員 以下のとおりです。 
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90 周年記念誌の寄贈・頒布 

� 寄贈 

記念誌刊行に貢献された寄付者、広告掲載者、外部寄稿者、取材協力者などのほか、東大ア式

蹴球部現役部員、監督・コーチ、東大関係者、京都大学など過去の対戦校サッカー部、関東学連

の大学サッカー部に寄贈しました。また、広く世の中に知れ渡ることを目指してサッカー専門誌、

新聞社、サッカーライターにも寄贈しました。未来の東大サッカー部員を狙って東大進学者の多

い 41 の高校の校長・サッカー部長宛に寄贈しました。2 月末までに 323 セットを寄贈しました。 

6 月 13 日理事会で、「歴史的に価値ある本なので、後々まで広く読んでいただけるように、都道

府県立の図書館においてもらうこと」「歴代東大サッカー部員の出身校に 寄贈する」ことが議決

され、47 都道府県立図書館と､全てで ありませんが約 80 の東大サッカー部員出身高校に追加

で寄贈することになりました。なお、すでにＬＢ会員が独自に寄贈した高校 除いております。 

 

「東京大学のサッカー：闘魂 90 年の軌跡、ライトブルーの青春譜」1000 セットの行き先 

2009年7月10日見込
区      分 セット数 セット数

有料頒布 383 441
      LB会員 342 390
     一般 41 51
寄贈 323 452
     1.寄付をしていただいた方 15 15
     2.広告掲載者 5 5
     3.外部寄稿者 14 14
     4.取材協力者 15 15
     5.東大サッカー部部長、監督、コーチ 6 6
     6.東京大学関係者 25 25
     7.図書館 1 48
     8.サッカー協会 11 11
     9.他大学サッカー部OB会 12 12
    10.報道関係者・ライター 7 8
    11.サッカー専門誌 8 8
    12.新聞社、TV社 31 32
    13.高校（東大進学校） 41 121
    14.他大学サッカー部 59 59
    15.ア式蹴球部現役学生 60 60
    16.その他 13 13
在庫 294 107
     将来の部員への在庫 150 60
     販売用 144 47
合計 1,000 1000

2009年2月27日現在

 
 

� 残部僅少につき購入 お早めに 

将来の東大サッカー部員用の在庫を除くと 50 セット足らずの残部となりました。ＬＢ会員で未購入

の方 約 270 人いますので、この際早めの購入をお勧めします。 

申し込みと代金の振込先 次のとおりです。1 セット 5,000 円、送料ＬＢ会負担で郵送します。 

申し込み先：東大サッカー史研究会 rekishi@lbsoccer.org 

振込先：三菱東京ＵＦＪ銀行日本橋支店（020）（普通預金）番号：5125311 東大ＬＢ会 
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� 正誤表の発送 

「東京大学のサッカー：闘魂 90 年の軌跡、ライトブルーの青春譜」に 多くの誤りやミスプリントが

あり、大変申し訳なく、深くお詫び申し上げます。セット 2 冊に関する正誤表を作りました。ＬＢ会員

の皆様に 本ＬＢ会報に同封しました。 

 

� 編集ミスで不掲載の写真 

「ライトブルーの青春譜」106 ページの「30 年代 じめのボールとスパイク」（昭和 32 年卒業 嶋田

武夫）において、送っていただいた写真 3 枚が掲載されていないことが出版後明らかになりました。

編集過程におけるミスであり、深くお詫び申し上げます。正誤表に 載せませんでしたが、ここに

寄稿文と共に写真を掲載します。 

 

３０年代はじめのボールとスパイク 

昭和３２年卒業 嶋田武夫 

ボールの空気を毎日詰め替え 

ボールと空地があれば世界中どこでも楽しめるサッカー。ボールは大事である。ようやく本革製のボールとスパイクが手

に入るようになった当時でも、高価で大切に扱われた。特に先輩のオフィスまで出かけて頂いた寄付金は殆どボール代に

消えたと思う。 

毎日の練習が終ると縫い目に沿って保革油を塗り、皮製の口紐を丁寧に解きチューブのヘソを取り出して空気を抜く。ボ

ールの変形防止の為である。翌日の練習開始前にはポンプで再びチューブに空気を入れてゴム輪で留めて、表皮とチュー

ブの当皮の間にヘソを押し込んでからニードルを差し込んで革紐を注意深く順次締め上げて球形を保つ。これがボール当

番の日課であった。 

ヘソの押し込みとニードルを器用に使った締め込みは熟練を要し、ニードルでチューブに穴をあけた新米は先輩に怒鳴ら

れて下を向いた。パンクしたチューブはゴム糊でパチ当てするが下手に直すとボールは歪み、表皮の劣化もあって空中で

不規則に揺らめいたものである。当然ながらボールは重く、多分５００ｇ近い重量があり、雨でも降れば泥まみれでヘッ

ディングには勇気が必要だった。食料不足の貧弱な身体に粗末な練習着、不揃いのストッキング、伸びきったアンクレッ

ト。それでも練習に励んだ合宿の一こまである。 

 

（写真１：昭和３１年レギュラー合宿） 
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こわばった筋肉を労りながらボール当番は今日も練習前にボールの準備を行う。部員の数もボールの数も現在とは桁違い

に少ない当時の合宿風景は牧歌的でさえある。空気ポンプやニードルを入れたダンボールの「みつ豆缶詰」の中身は食べ

た記憶はないが、「受付は委員室へ」の張り紙には記憶がある。 

 

（写真２：昭和３１年夏山中湖合宿、練習開始前のボール当番） 

 

スパイクも自分で修理 

ようやく手に入れた本革スパイクも、砂利まじりのグラウンドでは忽ちポイントが磨り減って釘が内側に出て来て足裏が

血だらけになる。 

靴屋から靴底の厚い皮の切れ端を貰ってきて丸ポンチで打ち抜き、これを数枚重ねてポイントを作り取替える。大卒初任

給が￥１００００程度であった当時でも安田のブランド靴は￥３０００くらいしたように記憶する。 

ポイントを何回も取替えているうちに底革が割れてくるが、これを内側から当て皮をして修理した。この靴修理用金床は

何処で調達したのか定かではないが、多分面倒見が良いオージーあたりが本郷界隈の靴屋から仕入れたものではなかろう

か。その中で岡野さんが特注して作られた「８０匁」の超軽量スパイクが羨ましかったのを覚えている。 

 

（写真３：昭和３１年夏山中湖合宿、スパイク修理をする山本と嶋田） 
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ア式蹴球部の状況 

2008 年秋に LB 会報の発行を休んだ関係で､2008 年夏以降の戦績の報告が滞っておりました

ので､改めて 2008 年の京大戦及び秋期リーグ戦の結果の報告も致します｡ 

◆ 2008 年 東大京大定期戦  8 月 3 日(日) 京都大学農学部グラウンドにて  

3 軍戦 △0−0､ 2 軍戦 ○2−1､ 1 軍戦 ○3−2      

◆ 2008 年度 秋季リーグ戦  8 月 31 日～10 月 26 日 全て御殿下グラウンドにて 

   東京都大学サッカー連盟 2 部    6 勝 2 敗 1 分け 4 位 

      対戦相手 結果 得点者 アシスト 

1 日大生資 ○6-1 (4-0) 
久木田、大沢、久保、 

森元、三浦、鈴木 
三浦、大沢 

2 創価大 ○2-1 (2-1) 久木田、大沢 三浦（2） 

3 山梨大 ○2-1 (1-0) 三浦、久木田 大沢、久保 

4 山梨学院大 △2-2 (0-0) 三浦、久木田 水澤 

5 桜美林大 ×0-2 (0-0) ― ― 

6 東京経済大 ○2-1 (1-1) 久木田、大沢 鈴木（亮） 

7 上智大 ○2-1 (0-1) 三浦（2） 松谷 

8 日大文理 ×0-1 (0-0) ― ― 

9 成城大 ○2-1 (1-0) 久木田、三浦 大沢、中川 

     最終順位：日文､東経､上智､東京､成城､桜美林､山梨､日生､創価､山学 

◆ 2008 年度 新人大会  

第 1 回戦    12 月 13 日     東京薬科大学  ○8－0 

第 2 回戦    12 月 14 日     明治学院大   ×1－5 

◆ 2009 年度体制 

総監督：藪内俊和､監督：胡内健一､コーチ：鈴木宏尚､OB コーチリーダー：千布勇気 

主将：吉田航太郎､副将：村上達也､深田啓介､主務：南田遼太 

◆ 2009 年度 新 1 年生入部歓迎式 

5 月 2 日 18:30-20:30､ア式蹴球部部室において､新入部員の歓迎式を行い､LB 会から浅

見理事長､西野副理事長､樋口理事･事務局長､藪内理事･総監督､吉澤理事･総務担当､

胡内理事･監督が出席し､会の概要と東大サッカーの歴史の話をし､新入部員から それ

ぞれの抱負が述べられました｡ 

今年 ､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 深刻な問題です｡ 

今年の入部者 以下の選手 17 名と女子のマネージャ/アシスタントトレーナー2 名です。 

 

浅井淳平(都立西､理 1)､荒川雄磨(修道､理 1)､有田智彦(ラ･サール､文 1)､有山大樹(開成､理

1)､石井智大(県立千葉､文 1)､板山修也(筑波大附属､理 2)､入松川知也(ラ･サール､理 1)､大泉

駿太郎(ラ･サール､理 1)､勝木祐伍(山口､理 1)､川瀬智博(筑波大附属駒場､理 1)､菊池勇太(県

立千葉､理 1)､古賀久善(久留米大附設､理 2)､鈴木宏樹(青森､理 1)､田中敏生(久留米大附設､

理 1)､富田潤(海城､理 1)､早田洋平(鶴丸､理 1)､樋口卓哉(大分上野丘､理 1)､森田亜沙華(愛

教大付属､フェリス女学院大)､矢内原まい(学芸大付属､日本女子大) 
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◆ 2009 年度 春の戦績 

① 総理大臣杯兼春季トーナメント 

第 2 回戦 4 月 5 日 首都大東京 

第 3 回戦 4 月 12 日 玉川大 

○ 8－1 

× 2－4 

② 春季東都 1 部･2 部対抗戦  ： 5 チームでの予選リーグ戦のあとトーナメント   

第 1 戦   5 月 3 日 日大（東都 1 部） 

第 2 戦   5 月 10 日 武蔵大（東都 1 部） 

第 3 戦   5 月 17 日 成城大（東都 2 部） 

第 4 戦   5 月 31 日 東経大（東都１部） 

△ 1－1  

○ 4－2  

○ 5－1 

× 2－3  予選 2 位通過 

準々決勝 6 月 21 日 明治学院大(東都 1 部) × 1－5 

③ 国公立大会 

第 1 回戦  6 月 20 日  東京工業大学          ○ 2－0 

準決勝    6 月 28 日  東京海洋大学海洋科学部  ○  1－0 

決勝      7 月 4 日  学芸大学 

 

� 京大戦 

8 月 2 日（日）東京大学御殿下グラウンドにおいて行われます｡ 

 

� 秋のリーグ戦 

8 月 30 日から 10 月 25 日までの毎週日曜日に行われます｡(会場 特別のことがなけれ

ば御殿下グラウンドとなる予定です｡) 

以下の 10 校からなる東京都大学サッカー連盟 2 部の所属です｡ 

   明治学院大､帝京大､上智大､東京大､成城大､桜美林大､山梨大､日大生物資源科学部､ 

   首都大東京､東京外語大 

 

訃報 

会報への会員の方の訃報の掲載 2007年5月に発行しましたLB会報 NO.1以来となります｡

以下 ､その後､2009 年 5 月までの間に事務局で把握しました LB 会員の方の訃報です｡ 

ここに謹んでお知らせしますと共に､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 24 年  松元 五郎  2008 年 12 月 

昭和 26 年  池原 秋男  2009 年 3 月 28 日 

昭和 29 年  立石 知也  2008 年 12 月 22 日 

昭和 33 年  木村  蓊  2009 年 5 月 1 日 

昭和 36 年  高場 真平  2007 年 8 月 21 日 

昭和 42 年  田代 忠之  2009 年 3 月 2 日 

 

また､LB 会員ではありませんが､1998 年度に東大ア式蹴球部のコーチを務められた 

中西義和氏が 2007 年 11 月にお亡くなりましたことを謹んでお伝えします｡ 
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LB 会会費について 

� 平成 20 年度の会費納入実績 

 平成 20 年度の会費につきまして ､後掲の「ＬＢ会費納入者一覧表（H18～H20）」の通り､269

名の会員から 3,472 千円を納入頂きました｡平成 19 年度から 26 名､248 千円の減少となっており

ます。納入頂いた会員の皆様に感謝いたします｡ 

 （注１）LB 会で 会費の領収書 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。(公式に ､原則として金融機関経由で納入して頂いておりますので､

金融機関の記録を会費納入の証として頂くという考え方をしております。) 

 

� 平成 2１年度の会費に関するお願い 

 LB 会として ､法人化後 4 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 未だ脆弱なものと言わざるを得ません｡ 

 そこで､改めて､これまで会費をお納め頂いてない方に会費の納入をお願いします｡ 

 更に､一昨年来の､“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 ､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 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)｡ 

 また､後述しますが､名誉会員の方の場合 金額 ｢任意｣ということにさせて頂いております。 

 

� 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 ､9 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 ､同封の「振替金額指示書」を下記の担当まで FAX もしく 郵送し

てください。メールでもお名前と金額を明示頂ければ､受け付けます｡なお､7 月末までに｢振替金

額指示書｣のご送付また メールがない場合に ､昨年と同額を引き落とさせて頂きます｡ 

 また､振替対象口座を変更される場合 ､下記の担当者まで､FAX､メール､電話でご連絡頂け

れば改めてご提出頂く「預金口座振替依頼書」と「振替金額指示書」をお送りします。 

 

� 会費納入の手続き(2) 口座振替依頼手続き未済の方で昨年度の会費納入済みの方 

 口座振替手続き未済の方で昨年度の会費を銀行また 郵便局から払い込みしてくださった方

に 「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お望みでない場合に ､引き続き下記の銀行の振込先口座へ振り込み

をして頂くか､同封の｢払込取扱票｣を使用し､郵便局から払い込みをお願いします｡なお､会費の

納入 1 年中受け付けておりますが､今回 一応の区切りとして 7 月末までにお願いします｡ 
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【振込先口座】 口座名義人 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 

 昨年度の会費未納の方に ､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 1 年中受け付けておりますが､今回 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に｢口座振替依頼｣の手続きをして頂く｡ 

 ｢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 ｢三菱東京 UFJ 銀行｣の口座へ振り込み頂く｡ 

（3） 同封の｢振込取扱票｣を使用し､郵便局から払い込み頂く｡ 

 

� （参考）口座振替について 

 口座振替による会費の徴収 ､三菱ＵＦＪファクター(株) (以下 MUF)の｢代金回収サービス｣を

利用しています｡毎年 1 回 LB 会からの指示に従って MUF 会費の振替を会員個人の金融機

関に対して請求し､集まった会費を一括して LB 会の口座に振り込むというサービスです。 

 これを利用するに 会員個人が自分の利用している金融機関に､MUF から請求があったら

支払をしてくれと事前に届けておく必要があり､その届けを行う書類が｢口座振替依頼書｣です｡

これを LB 会で会員番号の記入等の処理をした後､MUF 経由で皆様の金融機関へ送ります｡ 

 これを利用すると会員の皆様 ､会費の納入を毎年忘れずに､手数料無しで行うことができ

ます｡毎年の振替 都度LB会からのMUFへの指示に基づいて行われ､LB会で 指示を出す

前に会員各位に金額の確認を行いますので､その時点での金額変更も可能です｡ 

 

� 名誉会員の方への会費納入のお願い 

LB 会で 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 ､

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 ､会費納入義務 負って頂かない事にしておりますが､現役への支援を

続けようとお考えの方に「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､口座振替依頼手続き済みの方 そのまま継続を､その他の方 ､銀行・郵便局を

利用してのお振り込み･お払い込みを宜しくお願いします｡新たに､口座振替依頼手続きを行っ

て頂くことも可能です｡下記担当者まで必要書類の送付をご要求ください｡ 

 

� 【会費担当者】  ご不明な点ありましたら､何なりと御照会下さい。 

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   
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尾崎 哲男（S50 年卒） 

携帯： 080-5020-8062 

メール： tikazo@jcom.home.ne.jp 

自宅：〒187-0004 小平市天神町 1-359-3 

TEL&FAX：042-332-227



ＬＢ会費納入者一覧表（Ｈ１８，Ｈ１９，Ｈ２０） 1/2 

ＬＢ会費納入者一覧表（Ｈ１８～Ｈ２０）
2009/3/31現在

卒年 氏名 Ｈ１８Ｈ１９ Ｈ２０ H20 卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H20 卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H20

14 田村　三郎 \12 \12 \24 口座 38 梅村　洋 \12 \18 \18 口座 45 小菅　恭彦 \12 \12 \12 口座
16 原田　饒 \12 38 高橋　一修 \12 \15 \15 みずほ 45 小柳　望 \12 \12 \12 口座

18 美　節夫 \3 38 中村　紀雄 \12 \12 \12 口座 45 佐藤　吉見 \12 \15 \15 口座
18 渡辺　隆二 \12 \15 \12 郵便 38 門馬　建 \9 \9 \9 口座 45 武田　厚 \15 \21 \21 口座

19 須賀　敏孝 \30 \30 \30 口座 38 山根　文吾（逝去）\12 45 田代　康之 \12 \15 \15 口座

22 長島　喬 \12 39 安達　二郎 \12 \15 \15 口座 45 桝井　成夫 \12 \12 \12 口座

22 三井　忠夫 \15 39 宇尾　誠一 \12 \12 \12 口座 45 吉崎　英雄 \12 \12 \15 口座

23 高崎　達也 \12 39 小川　肇 \12 \12 \12 口座 45 渡辺　宏 \12 \12 \12 口座
24 松元　五郎 \15 郵便 39 熊沢　英男 \12 \15 \15 口座 46 小原　正 \12 \12
24 馬渡　一眞（逝去）\15 39 後藤　雅治 \15 \15 \15 口座 46 鹿島　文行 \12 \12 \12 口座
27 吉富　裕 \12 郵便 39 中島　宏介 \12 \12 \12 口座 46 金丸　仁 \12 \12 口座

28 柴沼  明 \15 \12 郵便 39 長田  綏男 \10 \10 46 古村  一郎 \12 \24 郵便
28 坪田　亜規良 \12 \15 郵便 39 八田　洋 \12 \12 \12 口座 46 櫻井　英人 \10 \12 \12 口座

28 中原　壯六 \3 \10 郵便 39 森　紘一 \12 \12 \12 口座 46 清木　俊行 \12 \15 \15 口座

29 金井　弘夫 \4 \10 39 山浦　紘一 \24 \15 \12 郵便 47 赤松　秀樹 \12 \12 \12 口座
29 川辺　正行 \20 \15 \12 口座 39 山田　隆哉 \12 \15 \3 郵便 47 大日向　明 \12 \12 \12 口座

29 長山　樹 \12 39 吉田　慶次 \12 \15 \15 郵便 47 金武　貢 \12 \24 \12 郵便

30 折原　一雄 \12 郵便 40 新井　佼一 \12 \12 郵便 47 黒沢　秀樹 \12 \15 \15 郵便

30 柴沼　晋 \12 \12 郵便 40 石田　金次郎 \12 \15 \15 口座 47 俵　　新 \12 \15
30 鈴木　美暢 \6 40 石光　豊 \12 \12 \12 口座 47 手島　直幸 \12 \15 \15 口座

30 深見　浩一 \3 \3 \24 口座 40 太田　直幹 \12 \12 \12 口座 47 戸井　正明 \12 \24 \3 郵便

30 藤本　鉄也 \24 \12 \12 口座 40 加藤　義章 \12 \12 \12 口座 47 宮路　康利 \12 \18 \18 口座

31 浅見　俊雄 \12 \21 \21 口座 40 川瀬　隆弘 \12 \12 47 山本　哲郎 \12 \15

31 牛木　素吉郎 \12 40 畔柳　信雄 \12 \12 \12 口座 49 内田　純司 \15 \15 \15 口座
31 岡野　俊一郎 \10 \10 \15 郵便 40 小林　邦彦 \12 \12 \12 口座 49 岡田　滋行 \12 \12 \12 口座

31 片山　義朗 \12 \12 \12 口座 40 樋口　周嘉 \12 \21 \30 口座 49 笠原　昌行 \15 \15 \15 口座
31 中島　裕 \12 郵便 40 深澤　重幸 \12 \12 49 佐々木　順孝 \12 \12 \12 口座

31 浜口　博彦 \12 口座 40 間宮　誠一郎 \12 \12 \12 口座 49 田名　眞一 \12 \12 \12 口座

31 山野　一郎 \12 41 河島　洋征 \12 \18 \18 口座 49 西澤　良徳 \12 \12 \12 口座

31 山本　修 \12 \12 \12 口座 41 香山　晋 \15 \15 郵便 49 三田　四郎 \12 \12 郵便

32 倉田　日出男 \12 \12 郵便 41 武田　勝年 \12 \15 \15 口座 50 天野　裕 \12 郵便
32 嶋田　武夫 \12 \12 \12 口座 41 中岡　智信 \3 \3 \3 口座 50 荒川  吉彦 \12 \12 郵便

32 津田　義久 \12 \12 \12 口座 41 野村　晋作 \12 \12 \15 口座 50 遠藤　譲 \12 \12 \12 口座
32 原　靖二郎 \12 \12 \12 口座 41 平田　攻 \12 郵便 50 大高　松男 \12 \12 \12 口座

33 井田　信雄 \12 41 廣瀬　英雄 \12 \12 郵便 50 尾崎　哲男 \12 \21 \21 口座
33 木村　蓊 \12 \12 郵便 41 藤井　俊治 \12 \15 \15 口座 50 柴田　敏之 \12 \12 三菱
33 小林　昭夫 \3 \12 郵便 41 渡辺　翼 \3 郵便 50 兵頭　圭介 \15 \30 \30 口座

33 西野　宏 \12 \15 \18 郵便 42 熊谷　貞俊 \12 \12 \12 郵便 50 山中　馨 \12 \12 \12 口座

33 浜口　幸久 \12 \12 \12 三菱 42 小柳　理 \12 \12 \12 郵便 50 山辺　福二郎 \12 \12 \12 口座

34 梅本　進 \12 42 坂井　忠昭 \12 \12 \15 口座 50 吉澤　伸明 \12 \21 \21 口座
34 畔柳　敏雄 \12 \15 \15 口座 42 田代　忠之 \12 \3 郵便 50 大西　生泰 \6

34 高山　武彦 \12 42 鳥原　光憲 \15 \15 \15 口座 50 松下　兼幸 \12 \12 \12 口座

34 佐藤　芳夫 \12 \12 42 見米　紘一 \12 \12 \12 口座 51 池森　俊文 \12 \12 \18 口座

34 高田　宗昌 \12 \12 \12 口座 42 吉田　茂男 \24 口座 51 植村　祐幸 \10 \12 郵便
34 長崎　充博 \6 \6 \12 郵便 43 小西　敏夫 \12 \12 \12 口座 51 小野田　荘平 \12 \12 \12 郵便

34 服部　一郎（逝去）\12 43 諏訪　勝久 \12 \12 \12 口座 51 影本　浩 \12 \12 \12 口座

35 伊野部　元彦 \12 43 中井　省 \12 \12 \12 口座 51 杉浦　裕 \12 \12 \12 口座
35 小山　冨士夫 \12 \12 \12 口座 43 小川　恭二 \12 \12 \12 口座 51 田中　靖 \12 \12 \12 口座

35 長濱　毅 \20 43 小林　将志 \12 \15 \15 口座 51 谷本　篤信 \12 \12 \12 口座

35 福田　泰二 \12 \12 \12 口座 43 中尾　捷 \12 \12 51 堀井　茂 \12 \18 \18 口座
35 山川　博司 \12 \12 44 石田　祐幸 \12 \12 \12 口座 51 御園　慎一郎 \12 郵便

36 足立　格一郎 \12 \15 \15 口座 44 大塚　隆 \12 51 南谷　尚志 \12 \12 \12 口座

36 高場　眞平(逝去)\12 44 大町　達夫 \12 \12 51 宮武　明 \12 \12 \12 口座

36 野澤　量一郎 \12 \12 \12 口座 44 加納　研之助 \12 \12 \12 口座
36 松村　保 \12 \12 \12 郵便 44 北川　薫 \12 \12 \12 口座

36 本林  徹 \12 44 杉山　健一 \12 \12 \12 口座

37 喜多　康夫 \12 \12 \12 口座 44 小林　喜一 \12 \12 郵便 口座：口座振替
37 斎藤　次郎 \12 \12 \12 口座 44 友定　正治 \9 \12 郵便 郵便：郵便振込
37 高嶋　伸享 \12 \12 44 永峰　富一 \12 \12 \12 口座 三菱：三菱東京UFJ
37 名越　英夫 \12 \12 \12 三菱 44 鍋島　厚 \12 \12 \12 口座 みずほ：みずほ
37 三浦　二郎 \12 \12 \12 郵便 44 馬郡　貴司 \12 \12 口座

44 松岡　誠也 \12 \12 \12 口座

44 八林　秀一 \12 \12 \12 口座

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

卒年 氏名 Ｈ１８Ｈ１９ Ｈ２０ H20 卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H20 卒年 氏名 Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ H20

52 池田　吉彦 \15 \15 \15 口座 63 今井　勝典 \12 \12 郵便 H12 伊地知　亮太 \12 \12 \12 口座

52 加藤　重和 \15 郵便 63 金子　健紀 \12 \15 \15 口座 H12 下田　　修平 \36

52 藤原　真一 \12 \15 \15 三菱 63 久保田　健 \12 \12 口座 H13 伊藤　陽介 \12 \12 \12 口座
52 三島　茂 \12 \12 \12 口座 63 鹿園　直毅 \12 \12 \12 口座 H13 我部　有 \12 \12 \12 口座

52 森井　太一 \15 63 末永　孝彦 \12 \15 \15 みずほ H13 長瀬　拓生 \12 \12 \12 口座

53 青山　研一郎 \12 \12 \12 郵便 63 利重　孝夫 \12 \15 \12 郵便 H14 上間　匠 \12

53 阿部　吉弘 \12 \12 \12 口座 63 外野　雅彦 \12 \12 郵便 H14 沖野　泰之 \3 \3 \3 口座

53 井田  淳 \12 \12 \24 口座 63 山本　武志 \12 \12 H14 柿木　充 \12 \18 \18 口座
53 加川　実 \12 \12 \12 口座 H1 大久保　将之 \12 \12 \12 口座 H14 光井　逸平 \12

53 本庄　孝志 \12 \12 \12 口座 H1 後藤　裕一 \12 \12 郵便 H14 山中　直岐 \6 \6 \6 口座

53 森　俊勝 \12 郵便 H2 小幡　健太郎 \12 \12 H15 都島　豪志 \12 \6 \6 口座

53 山崎　隆志 \12 \12 \12 口座 H2 鹿取　正信 \12 みずほ H15 緒方　崇裕 \12

54 上村　司 \12 \15 \15 三菱 H2 金元　輝 \12 \12 \12 口座 H15 小野　高志 \12 \12 \12 口座

54 岸戸　健 \15 H2 金児　敦弘 \12 H15 中島　大智 \12 \15 \15 口座
54 広瀬　一郎 \12 \12 \12 口座 H2 熊岡　尚 \12 \12 \12 口座 H15 米山　雅也 \12 \12 \12 口座

54 宮　恭久 \12 \12 \12 口座 H2 黒木　博史 \12 \12 H15 胡内　健一 \12 \12 \12 口座
54 吉江　建一 \12 \12 \12 三菱 H2 住谷　安史 \12 \12 \12 口座 H15 新山　通世 \12 \12 \12 口座

54 吉野　元章 \15 \15 \15 口座 H2 中村　文彦 \12 \18 H15 吉田　寛 \12 \12 \12 口座

55 青山　市三 \12 \12 \12 口座 H2 橋本　昌司 \12 \12 郵便 H16 河島　清貴 \12 \12 \12 口座

55 飯島　正 \12 \12 \12 口座 H2 早野　裕 \12 H16 小松　幸広 \12 \12 \12 口座

55 井田　陽彦 \12 \12 \12 口座 H3 浅野　聖太 \12 H16 鈴木　泰輔 \12
55 大塚　伸宏 \12 \12 \12 口座 H3 荒巻　俊也 \12 \12 H16 清　雄一 \15 \15 \15 口座

55 柿木　真澄 \12 H3 小島　恭 \12 郵便 H16 高橋　康一 \12 \12 \12 口座
55 佐藤　敦郎 \12 \12 \12 口座 H3 白枝　哲次 \24 口座 H16 贄川　俊 \15 \15 \15 口座
55 湊　和則 \12 \12 \12 口座 H3 中村　聡 \12 H16 茂木　高志 \12 \12

55 宮崎　洋 \12 H3 平岡　洋 \12 郵便 H16 山地　毅彦 \12 \15

55 山本　洋一 \12 H3 山口　壱和 \15 \12 \15 口座 H16 渡部　雅史 \12

56 安藤　豊 \12 \12 H3 山田　祈一 \12 \12 H16 渡辺　勇樹 \12 \12 \12 口座

56 牛窪　健一 \12 \12 \12 口座 H4 天野　賢一 \12 \12 \12 みずほ H17 青山　昌太 \3

56 田中　聡 \12 \12 \12 口座 H4 稲村　孝史 \12 H17 坂本　優 \3 \12 みずほ
56 福田　信夫 \12 \9 郵便 H4 早間　央 \9 口座 H17 瀬谷　洋平 \12
57 飯島　敦 \12 \12 \12 郵便 H4 中村　一朗 \12 \12 H17 辻　正太 \18 \15

57 坂田　中 \12 \12 口座 H4 蜷川　明男 \12 \12 口座 H17 馬場　文玄 \12
57 志水　利彰 \12 \12 \12 口座 H5 堀江　弘一郎 \12 \12 郵便 H17 一言　正之 \3 \15 \15 口座

57 福沢　伸哉 \12 \12 \12 口座 H5 星川　佳広 \12 \15 H17 牧　尚史 \3 \15 \15 口座

58 安　秀和 \12 H5 磯　　新 \12 \15 \12 三菱 H18 朝倉　赳　 \3 \12 \12 口座

58 植田　浩 \12 \12 \12 口座 H6 霜島　弘則 \50 \36 みずほ H18 岩田　真吾 \12 \12 \12 口座

58 熊倉　政宣 \12 \10 \12 みずほ H7 大石　智弘 \12 H18 上土居　悠 \15 \15 \15 口座
58 斎川　路之 \12 H7 高橋　康之 \12 H18 梶原　康嗣 \3 \3 \3 口座

58 清水　靖裕 \12 \12 H7 信国　陽二郎 \12 H18 北村　篤司 \3 \3 \3 口座
58 高木　智 \12 H7 森田　博通 \10 \12 郵便 H18 寺田　宏幸 \12 \12 \12 口座

58 明日香（張）　寿川\12 H7 吉川　健司 \12 \12 口座 H18 福島　周作 \3 \3 \3 口座
58 中谷　知弘 \12 \15 H7 分部　隆夫 \10 H18 宮副　照久 \3 \3 \3 口座

58 中野　北斗 \12 H8 阿部　貴弘 \12 \12 H18 山崎　浩平 \3 \3 \3 口座

58 橋本　睛充 \12 \15 \15 口座 H8 神田　毅 \12 郵便 H19 赤木　升 \3 \3 郵便

58 和田　康太郎 \12 \15 \15 口座 H8 鈴木　智典 \12 \12 \12 口座 H19 池田　亮一 \3 \24 みずほ

59 井上　次典 \12 H8 古川　弘之 \15 \15 \15 口座 H19 石川　敏照 \3
59 柴田　周 \12 \12 \12 口座 H8 前川　圭吾 \15 \21 H19 石黒　雄一 \12 \12 口座

59 赤城　庸人 \15 \15 \15 口座 H8 松田　直樹 \12 \12 \12 口座 H19 金子　泰拓 \3

59 萩原　豊 \6 \6 \6 口座 H9 竹内　眞之介 \12 H19 河村　卓修 \12 \12 口座
60 伊藤　洋 \12 \12 \12 口座 H9 塚本　俊作 \12 H19 斎木　拓郎 \3

60 牛草　哲朗 \12 H9 原田　剛 \10 H19 諏訪　俊 \15

60 小野　平 \12 \12 \12 口座 H9 村岡　哲郎 \12 H19 西村　直紀 \3 \3 口座

60 河合　耕作 \12 H9 吉田　貢士 \15 \12 みずほ 御殿下ｻｯｶｰｽｸｰﾙ \36 \36 口座

60 近藤　晋 \12 郵便 H10 秋山 淳 \12 \12 H20 青木　宏 \12 口座

60 久井　大樹 \15 H10 端本 昌夫 \12 \3 H20 碇　知也　 \3 口座

61 小泉　泰郎 \12 H10 菱沼 紀行 \12 \30 三菱 H20 菊月　達也 \3 口座

61 森　光金 \12 \15 H10 矢野 将文 \12 \12 \12 郵便 H20 木野本　朋哉 \12 口座

61 山本　昇 \15 H11 大谷　聡 \12 \12 \12 口座 H20 杉山　翔一 \3 口座

62 佐藤　哲治 \15 \15 \15 口座 H11 小林　政雄 \12 \12 \12 郵便 H20 中　計政 \3 郵便
62 鈴木　修二 \12 \12 \12 口座 H11 永井　伸 \12 \12 \24 郵便 H20 宮本　 雅之 \12 口座

H11 日高　直俊 \12

H11 樋渡　類 \3 \3 口座

H11 宮川　尚久 \12 \15 \15 口座 H18：275人、3270千円
H19：295人、3720千円
H20：269人、3472千円  
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LB 会年代別ﾁｰﾑの戦績 

� チーム Diego   

 若手 LB のチームである“チーム Diego 2008 年度に東京都社会人サッカーリーグﾞの 1 部 

に昇格し､活躍が期待されていましたが､残念ながら1部に留まる成績を収められず､2009年

度 2 部 B ブロックで戦っています｡ 

6 月 28 日現在の戦績 3 勝 3 敗とやや苦戦を強いられています｡ 

� LB50･LB60 の試合の実績･予定 (公式の大会参加の記録のみ) 

① 2008 年ｽｰﾊﾟｰｴｲｼﾞｻｯｶｰ in 刈谷 (LB60) 

9 月 27 日 2-2 名阪連合 

9 月 28 日 2-2 四十雀ｸﾗﾌﾞ東京､ 0-2 NPO 大阪 FC  

② 2009 年東京都ｼﾆｱ(O-60)サッカー大会 (LB60) … 参加 16 チーム 

4 月 4 日 予選リーグ  

  0-1 WMW､ 2-0 八王子 GO ﾙﾄﾞﾏﾝ､ 0-0 中大 OB ｸﾗﾌﾞ  

  1 勝 1 敗 1 分で中大ｸﾗﾌﾞと同率ながら得失点差で上回り予選リーグ 2 位 

5 月 10 日 順位決定戦 予選 4 ブロックの 2 位同士での 5 位～8 位決定戦 

  3-0 OKINA､ 3-0 YKT  2 連勝し 5 位を確保 

③ 古河市ﾏｽﾀｰｽﾞｻｯｶｰ大会 (LB50) … “ｴﾝｼﾞｮｲ 50 雀 部門で 4 試合 2 勝 2 敗 

5 月 23 日 1-0 平塚ｼﾆｱ FC50､ 2-1 新座 GFC 

5 月 24 日 0-1 ｳｲｯﾄｸﾞﾗﾝﾄﾞﾏｽﾀｰｽﾞ､ 0-4 パルス FC 

④ (予定) 9 月 12 日･13 日 ： LB60 ｽｰﾊﾟｰｴｲｼﾞｻｯｶｰ in 刈谷 

     11 月 7 日     ： LB50 藤枝遠征 

 

    下の写真 ､春秋恒例の東早慶 3 大学超 OB 戦の今春(2009 年 5 月 4 日)の参加者 
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