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ʼ１２理系同窓会ホームカミングデイ開催
11月3日にホームカミングデ
ィに合わせて工体連OBの集
いが行われました。
今年は「デザイン工学科の
歩みと挑戦」の公演があり、
講演会に参加した建築、土木
出身の先輩方は非常に興味深
かったと思います。
もうひとつの公演は「アイ

ンシュタインの遺産〜重力波
を求めて〜」で重力波？と思
いますが、講演を聞いている
とニュースで報じられたこと
と繋がっているなどちょっと
した発見もありました。講演
の内容に係わらずに、講演会
から参加すると新しい発見が
できるかもしれません。
また懇親会でも講演会
から参加した人同士で講
演での話題も始まるので
時間が許すなら講演会か
ら参加するのをお勧めし
ます。講演会から懇親会ま
での時間は、学祭を楽しん
で欲しいと思います。
久々に小金井キャンパス
に訪れた先輩方にとって
は、昔の面影を探すのが

難しいぐらいの変貌ぶりに驚
かれると思いますが、学生時
代の友人と参加し、昔の面影
を探したり、現在と過去の比
較をしたりして楽しむのも良
いと思います。
今年は中庭も完成すると聞
いていたので、工学祭も中庭
を使用して去年より盛大に行
われると勝手に想像していた
が、きれいに整備された中庭
が殆ど使われていなく、少し
残念に感じました。学校改革
の過度期と思いますので来年
以降にさらなる展開を期待し
たいと思います。
ホームカミングデイの会場で
は、工体連OBは松尾会長、
阿部先輩を中心に集まり、話
が盛り上がっていきました。
毎年恒例になっているマンド
リンの演奏が、会話にアクセン

ステム工学科、創生
科学科）及び生命科
学 部（ 生 命 機 能 学
科（生命機能学専修、植物医科
学専修）、環境応用化学）が誕生
することになり、今日を迎えて
います。
2014年には、生命科学部で
専修が独立して、生命機能学科
と植物医科学科になる予定で
す。1950年に設置された工学
部から、この10数年で情報科学
部、デザイン工学部、理工学部
及び生命科学部が誕生する大
変動が起こった訳です。私も、
工学部の機械工学科、物質化学
科、さらに生命科学部の環境応
用化学科と籍を移動してきま
した。一方、小金井キャンパス
も 南 館、西 館、東 館、北 館が で
き、さらにこの3月に中央館（名
称不釣り合い？）が竣工し、工
学部時代の面影を全く留めな
い程の奇麗なキャンパスに生
まれ変わりました。
中庭には、孔子の楷の木（学
問の木）、近代物理の祖である

ニュートンのリンゴの木、さら
には遺伝学の祖であるメンデ
ルの葡萄の木が植えられてい
ます。小金井キャンパスにお越
しの際には、ぜひ偉大な先人縁
の木をご覧いただければと思
います。
ところで、日本の現状は、 失
われた20年 とも言われ、世界
の国々の経済成長と比較して、
その低成長振りが際立ってい
ます。さらに、もう10年失われ
た状態が続けば、日本は本当に
アジアの中の田舎になってし
まうのが実情です。
最近では、アベノミクスなど
と、多少微かな明かりが見えか
かっていますが、日本の将来に
大きな影響を及ぼすTPP（環太
平洋戦略的経済連携協定）参加
問題や尖閣諸島、竹島問題など
外交的大きな問題に直面して
おります。このような厳しい状
況ですが、法政大学の130年余
の歴史のなかで培われてきた
「自由と 進 歩 」の 精 神 に 基 づ
き、工体連諸先輩におかれまし

工体連の更なる発展を
今回、原稿の依頼を受け、
その際12年前の「工体連副会
長に就任して」
（2001年11月）
という私の記事も合わせて見
させていただきました。懐か
し い 限 り で す 。こ の 1 2 年 間
で、小金井キャンパスは本当
に変わりました。その前年の
2000年に、理学基準の情報科
学部が設置され、工体連は理
を考慮した名称変更が大きな
テーマとなっていました。
しかし、最終的に工体連の
名称のままに落ちついたよう
です。さらには、2007年には
工学部から建築及び土木を名
称変更した都市環境デザイン
及び新設のシステムデザイン
の3学科で、デザイン工学部と
して市ヶ谷に展開しました。
翌年の2008年には、理工学部
（機械工学科（機械工学専修、
航空操縦学専修）、電気電子工
学科、応用情報工学科、経営シ

会員の皆様と工体連剣道部の
活躍を応援します
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トを加えて
くれまし
た。最後に
各年代、学
科毎そして
工体連OB
の写真撮影
が行われ、少林寺拳法部出身
の吉岡さんのエールで参加者
全員が輪になり、肩を組んで
校歌斉唱を行い、法政大学OB
としての全体との一体感を味
わえました。普段の生活では
なかなか年代、業種を超えて
一体になることはないと思い
ますが、ホームカミングデイ
ならではの法政大学OBとして
の一体感を実感しに来年も多
数の参加をお待ちしていま
す。
（剣道部 武井雅通 77）

生命科学部長

大河内

正

一

ては、是非後輩のより一層のご
指導、ご助力をお願いできれば
幸いに存じます。
最後に、進化論のダーウィン
は、 最も強い者が生き残るの
ではなく、最も賢い者が生き延
びるのでもない。唯一生き残る
ことが出来るのは、変化できる
者である 、という言葉を残し
ていますが、工体連の皆様もし
なやかに柔軟に、そして粘り強
く、今後のご活躍を期待してお
ります。

（２）
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●新部長挨拶

この度、柔道部長を拝命い
たしました伊藤一之と申しま
す。よろしくお願いいたしま
す。1998 年に本学の修士課
程（システム工学専攻）を修
了いたしまして、その後、法
政から離れておりましたが、
2005 年に教員として戻って
まいりました。現在は電気電
子工学科の准教授を務めてお
ります。
昨今、信頼関係を築くこと
が苦手で対人関係に悩みを抱
える学生が増えてきており、
部活動の果たす役割はますま
す大きくなっているように思
います。
学生諸君には、ぜひ、失敗
を恐れず、仲間とともに困難
な目標に果敢に挑戦してほし
いと思います。高い目標に向
かって切磋琢磨するなかで、
努力に裏打ちされた自信と仲
間への敬意が育まれ、そこか
ら一生の宝となる深い信頼関
係が生まれることでしょう。

空手部

先 日、工 柔
会新年会に
出席させて
いただいた
際、OB の
皆様の深い
絆 を 感 じ、 柔道部部長
改めて柔道
伊藤 一之
部の素晴ら
（電気電子工学科）
し さ と、そ
の伝統の重さを実感いたしま
た。このすばらしき伝統を守
り、さらに発展させるべく、
微力ながら最善を尽くしてま
いりたいと思いますので、柔
道部ならびに工体連 OB の皆
様には、今後も変わらぬご支
援、ご指導を賜りますよう、
よろしくお 願い申し上げま
す。
最後になりましたが、長年、
柔道部部長を務められた岡
泰道先生のご尽力にこの場を
借りて深く感謝申し上げ、柔
道部長就任のあいさつに代え
させていただきます。

●新部長挨拶

空手部では平成25年3月に
大学を退任された川成 洋部
長の後任として、明石孝也先
生に新部長をお願いすること
になりましたので皆様にご紹
介します。
【 プロフィール 】
生命科学部 環境応用化学科
・1999年:東京工業大学 理工
学研究科大学院卒業
・2010年:法政大学生命科学
部教授として着任
【 研究テーマ 】
無機材料化学という分野に
おいて過酷な高温化下で使用
される部材の耐久性・耐食性
の向上、長寿命化を目指し、
材料の研究を行っています。
現在の日本は使い捨て文化
が主流になり、地球資源の大
いなる無 駄使いをしていま
す。
製品の耐用年数を延ばす研
究を進め、物が壊れても修理
して長く使う事が理想的であ
り、限りある資源を大切にす
る社会の構築に貢献したいと
いう思いがあります。
【 学生へのメッセージ 】
近頃は「自信過剰」を敬遠す
るあまり、非常に謙虚な学生

が多いよう
に 感じま
す 。「 自 分
は何も出来
な い 」と
思っている
人 は 、そ も 空手部部長
そも自分か
明石 孝也
ら行動を起
（環境応用化学科）
こしません
から本当に何も成し遂げられ
ないのです。学生の皆さんに
は、大学で「これなら他人に
勝てる」と思える自分の強み
を見つけてほしいと思いま
す。どんな些細な事でもそれ
を磨きあげれば自信の拠り所
になるものです。
（以上、HP
より抜粋）
明石先生は、小学校から大
学時代まで剣道を続けてこら
れ、肉体の鍛錬と共に武道の
精神も身につけてこられまし
た。
伝統ある空手部としては最
適な方に部長として就任して
頂くことになりました。 空手
部の発展のためにご指導頂く
ことを心からお願いしたいと
思います。
（文責 空手部監督 竹重高志）
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＜伊藤一之准教授（柔道部部長）
第８回 競基弘(きそいもとひろ)賞において学術業績賞を受賞＞

人命救助用ヘビ型ロボットを発表しました。このロボット
は環境に合せて柔軟に動ける仕組であり、さらに救助隊員の
不足を想定しラジコンカーの要領で誰でも操作できるなど、
大災害発生時にも活躍できる構造になっているのが大きな特
徴です。レスキューシステムの研究開発に携わる若手研究者・
技術者を表彰対象としています。

ワンダーフォーゲル部
平成25年3月に退任される
西海先生よりバトンを受け取
りました。ザイルを渡された
というべきでしょうか。理工
学部応用情報工学科で、イン
ターネットのアプリケーション
を専門としております。平成
20年に工学部改組に伴って
理工学部応用情報工学科が発
足した際、文部科学省の科学
技術政策研究所より移り、奉
職いたしました。
文科省時代は、国の科学技
術政策を企画立案するため、
情報科学分野の知識を生かし
た社会科学的なアプローチの
研究をやっておりました。法
政大学に骨を埋める腹を決
め、かねてより学生達と学業
以外の面でも活動を分かち合
いたいと願っておりました。
そんな中、研究室の3期生に
あたる江上君よりワンダーフ
ォーゲル部部長交代の話を聞
き、前任の西海先生のご了解
を頂き、就任の運びとなりま
した。
今50歳となる我が身を振
り返りますと、山は常に心の
隅にあり続けてきたといえま
す。郷 里 の 岐 阜 県 中 津 川 市
は、木曽谷の南の端、中央ア
ルプスの恵那山が美しい姿を
見せる宿場町です。
高校時代から近隣の山々に
親しみ、奮起して北海道大雪
山系のテントによる縦走にチ
ャレンジしたこともあります。
仙台での生活が長かったこと
もあり、蔵王を始めとする東
北地方のスキー場に行くこと

●新部長挨拶
は毎年の行
事としてお
りました。
結婚し、
長男が生ま
れた30代
前半を境に
仕事や家庭 ワンダーフォーゲル部部長
に 追 わ れ 、 藤井 章博
山行きから （応用情報工学科）
は遠ざかっ
てしまっていました。今回、
歴史と伝統に満ちたワンダー
フォーゲル部に籍を置くにあ
たり、新しく学生の皆さんか
ら一から手ほどきを受けるよ
うな気持で臨みたいと存じま
す。
聞くところによると、部の
伝統行事の一つは、白馬五竜
山麓の山小屋の雪下ろしだと
のこと。白馬大雪渓は、私に
とって思い出の場所でありま
す。中学生の時、やはり山登
りを愛した父親に連れられて
最初に挑んだ本格登山が大雪
渓から山小屋を目指すルート
でありました。そんな思い出
もあり、今から冬の白馬行き
を楽しみにしております。
少なからぬ危険も伴う野外
活動であります。責任者とし
て安全を確保していかなけれ
ばならない。身が引き締まる
思いであります。諸先輩方の
ご指導、ご鞭撻を賜りつつ、
学生の皆さんのご協力を得な
がら、良き活動の場を作るお
手伝いをしたいと考えており
ます。よろしくお願い申し上
げます。

＜訃報＞元剣道部部長の武者英二先生(建築学科名誉教授)が
2012年12月20日に病の為、急逝されました。長年にわたり工
体連にご尽力を頂きました。享年76才とのことです。ここに心
より哀悼の意を表します。
先生を偲ぶ会（予定）
2013年5月12日(日)14:00〜16：00
法政大学ボアソナードタワー26階スカイホール

生涯現役宣言！
次の５０年も、永遠に

工体連スキー部ＯＢ会

第32号

平成25年5月1日発行

（３）

法政大学学友会工体連OB会報

る規模にまでなる。
年、日本全国各OBの地元を
シンガポールは、1985年 持ちまわりで開催してきた。
頃から地下鉄の事業が始ま
ほんの少し前の光景にも思
KORI HOLDINGSの
り、今までに170キロ程完成 えるが、宴会場の後ろの方の
シンガポール証券取引所での上場を実現 しているが、この先15年から すみっこで、お父さんにオシ
20年をかけ、総延長350キロ メを取り替えてもらっていた
男の子が、もうすでに立派な
桑折 信明 （ボクシング部 70 ） まで計画されている。
我 が 社 も 地 下 鉄 の み な ら 社会人というから、歴史を感
2012年12月11日、午前9時。 ールに上陸。半年後に家族を ず、火力発電所や他のインフ じざるを得ない。それもその
KORI HOLDINGSのシンガポ 呼び寄せ、1982年に会社を ラ整備に向けて、腰を据えて はず、私も60歳の還暦を迎
ール証券取引所での取引開始 設立。しかし、苦労の連続。 その一端を担う一方で、東南 え、その時にはシンガポール
のドラが鳴り響いた。やっと 銀行から融資を断られ、トラ アジア全般にも目を向けて進 に全員集合し、赤い帽子にち
ゃんちゃんこでお祝いをして
上場まで漕ぎつけたのだ。
ックのガソリンも満タンには む予定である。
ここまで来れたのは、家族 もらった。
上場に先立ち、審査の対象 できす、妻に渡す生活費に事
渡辺先生のもと、ボクシン
となる過去三年間の営業実績 欠き、ぎりぎりの食費のみ。 や社員の協力はもちろんのこ
は、下表の通り。
しかし、石の上にも3年。 と、同級生たちの叱咤激励の グに燃えた学生時代、日本青
その3年が過ぎたあたりから お陰が相当に大きいと感じて 年海外協力隊でのアフリカ生
年度 売上（通貨単位円） 税引後利益 は会社も落ち着いてきて、自 いる。
活、そして何より大切な友人
私たち昭和44年卒の工体連 達を私の心の糧にして、南十
39億7千万
5億9千万 分の会社から給料が出るよう
2012
2011
26億
4億5千万 になった。1992年には隣国 OBは「飲もう会」を大学4年 字星の下、あともう少し頑張
2010
30億
4億2千万 マレーシアのクアラルンプー の終わりに結成し、家族同伴 り た い と 願 う こ の ご ろ で あ
ル支社を開設し、タイにもプ 同級会を当初は2年に一度、 る。
（工学部 土木工学科卒）
厳しい審査を、この実績を ロジェクトベースで進出を果 先が短くなってきてからは毎
もって乗り越え、とうとう夢 たした。1999年には、ある
を実現できたのである。
ゼネコンさんの勧めで、トン
2012年3月に、株式上場の ネル工事も始め、最初の工事
決心を固めてからわずか9ヶ はシンガポール空港の滑走路
月余りでの達成は、当社の若 の下の地下鉄用シールドトン
い社員の一人ひとりのまさに ネルという、とりわけ失敗の
尋常でないほどの素晴らしい 許されぬ仕事であったが冷や
働きの上に成ったのである。 汗をかきながらも無事完遂。
会社一丸となって達成した
2007年には設計、材料も
この株式上場により、私が引 含 む 総 合 山 留 、 支 保 工 会 社
退した後も、たたき上げの社 （？）へと発展。現在の保有
長を筆頭に、役員・社員のみ Ｈ型鋼は4万トン。本年度中
んなで、より一層の強固な会 には、マレーシアのジョホー
社として前進し続けることが ルバルに新工場を建設して、
できることを確信できた。
シンガポールの工場と合わせ
写真中央のチェックのシャツを着ているのが筆者
思えば1980年にシンガポ て月産3000トンを支給でき

活躍する工体連OB
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第20回 法政大学全国卒業生の集い 島根大会
11月16〜18日に、工体連OB
メンバー阿部鞶（柔道）、清水
昌良（柔道）、小畑修孝（陸
上）の3名が誕生会（毎月誕生
会と称して、法政を話題に美味
しい食べ物・飲み物を楽しんで
いる会）メンバーと大会式典・
懇親会に出席して、島根の観
光を楽しんできました。
16日（金）朝一番の飛行機
で羽田より出雲へ向かい、観光
タクシーを3日間借りて宍道湖
を巡り、昼食は新鮮な魚介類で
一杯やり、ゲゲゲの鬼太郎の水
木しげるロードにて、鳥取在住

ｅｉ

法

精

力

政

の足立収平（剣道）と灘英樹
（サッカー）に会い、翌日の懇
親会で飲み語ろうと約し、松江
城へと向かいました。
夜は前夜祭と称し、居酒屋に
て盛り上りました。17日（土）
午前は松江城の堀川を遊覧船
で船内炬燵の暖をとりながら、
優雅に町並み見物、さらに小泉
八雲館を巡り、昼食は「八雲
庵」で鴨南蛮蕎麦と焼酎の蕎
麦湯割りを堪能しました。
午 後は 松 江 最 大のホテル
「ホテル一畑」にて講演会、そ
していよいよ懇親会（中尾美佐

最

善

工

活

柔

自他共栄

用

男（ ス キ ー ）が よ う や く 到
着）、会場に10人がけ丸テーブ
ルが50の500人が一同に会し、
出雲太鼓の演奏、圧巻は出雲
の伝統芸能「石見神楽」でし
た。
通常の祭りでは、立ち見の人
混みの中でしか見られない演
舞を椅子に座って、飲みながら
堪能しました。来年の埼玉大会
にバトンを渡し、大会終了とな
りました。
最終日18日（日）は、10年間
連続日本庭園No.1の「足立美
術館」の素晴らしい5万坪の庭
園を満喫、島根ワイナリーで
赤・白・ロゼと全てのワインを

会

試飲後、昼食はバーベキューと
ビールを飲んだ後、出雲大社を
参拝して無事に羽田へ着きま
した。
工体連OBの皆様、今年はOB
埼玉大会
（9月7日）
、こぞって御
参加を宜しくお願いします。
（文責 小畑修孝 70）

ｙａ

会
長 佐藤 光男
（経営79） 副 会 長 清水 昌良
（土木69） 副 会 長 鈴木 利康（建築80）
幹 事 長 石井 秀幸
（建築84） 会
計 加藤 泰輔
（シス04）
事 務 局：〒272−0811 市川市北方町4−2063 （有）アイズ建設 TEL 047−339−9088
法政工柔会HP：http://www7a.biglobe.ne.jp/ 〜hosei-judo/

＜新年会 平成25年１月12日 サンメンバーズ東京新宿にて＞

法政大学学友会工体連OB会報

（４）

最優秀賞

工体連水泳部 創部50周年記念式典開催！！
創部を1964年としており
ますので､数えで50周年を祝
うこととなりました｡
創部時にはプールもなく、
先生､諸先輩には苦労もあっ
たかと思います｡昭和40年に
プールができ､その後は尾上
先生始め､中野先生､辻田先生
の各先生方に部長を務めて頂
き､OB･OGの総数は約330
名､水泳初心者からオリンピ
ック代表候補まで､多くのス
イマーが育って行きました｡
理系でありながら､初期はと
もかく30年程前から女子部
員も多く､そのお蔭もあり､一

生の伴侶を部内で見つけた方
は10組を超えました｡
しかしながら､小金井校舎
建て替えに伴うプールの廃止
は部活動に大きな影響を与え
ました｡また､OB会の活動も
以前と比較して必ずしも活発
となっていません｡幸い部員
の入部は毎年､一定数は確保
できていますし､世代の近い
OB･OGの交流はありますの
で､この50周年を機会に､現
役･OBの水泳部が次の半世紀
への新たな出発点にしたいと
考えています｡
（文責 川久保壽美 85）

小金井８０会 同期会を開催

しかし、そんな戸惑いも束
の間。話をしているうちに年
月の経過などすぐに感じなく
なりました。自分の近況・家
族の事などを語りながら時間
はあっという間に過ぎていき
ました。
半世紀を生きてきて、人生
を振返る事が多くなった今、
自分の人生の中で一番輝いて
いたであろう20才前後の時
期を、共に過ごした友に会え
た事は、自分のこれからの生
き方を方向付ける良い機会に
なりました。
法政大学で学び、軟式庭球
部で練習を重ねた4年間は今
の自分の原点です。多少の事
では折れない精神力？を持っ
て現在まで生きてこられたの
は、その4年間があったからだ
と言う事を再認識しました。4
年後、また参加したいです。
次回は、もっと多くの方達
にお会いできることを楽しみ
にしています。
(文責 佐渡真由美（旧姓京極） 84)

工体連OB会 25年度スケジュール
13. 4.11（木）第1回理事会、会報32号発行
13. 6.29（土・予定）第2回理事会
第18回工体連『お祭り』（現役・OB懇談会）
13. 8.22（木）第3回理事会
13. 9.６〜８ 法政大学全国卒業生の集い 埼玉大会
13. 9.14（土）第18回工体連OBゴルフ大会 阿部 鞏杯
13.10.10（木）第4回理事会、会報33号発行
13.11. 2（土）工体連OBの集い、理系同窓会ホームカミングデイ
理系同窓会発足記念式典（同時開催）
14. 2.20（木）第5回理事会

祝 法政大学工体連水泳部

空手部

団体

第32号

2012年度工体連会長賞

対 象 氏名・団体名

2013年11月23日（祭・土）
品川プリンスホテル

昨年夏に「小金井80会」が
ありました。この会は1980年
に入学した工体連の同期で作
るOB会です。4年に一度オリ
ンピックが開催される年に集
まっています。
自分は結婚してずっと福岡
県に住んでいて、この会に参
加したのは今回が初めて。ド
キドキしながら会場へ。場所
は新宿パセラリゾート。とて
も雰囲気の良い店です。
卒業以降初めて会ったとい
う方が殆どでした。会った瞬
間にすぐ わかった方もいれ
ば、ん？と少し戸惑った方も
いました。

平成25年5月1日発行

主な推薦理由・成績
全日本理工科系大学空手道選手権大会
団体組手・団体形優勝

榊

達郎

関東理工科系大学サッカーリーグ
（春季・秋季）優勝
全日本理工系大学空手道選手権大会
個人組手 優勝
全日本理工系大学空手道選手権大会
個人形 優勝、個人組手 準優勝
関東理工科系大学バレーボールリーグ
（春季）ベストアタッカー賞
関東理工科系大学バレーボールリーグ
（秋季）ベストブロッカー賞

長岡

圭祐

関東理工科系学生対抗陸上競技大会
走高跳 優勝

サッカー部
千葉

大輔

竹迫

翔平

個 人 丸山

翔大

優秀賞
主な推薦理由・成績
関東理工科系大学バレーボールリーグ
団 体 バレーボール部 （春季）準優勝
藤村 峻也 関東理工系科大学ソフトテニス選手権
竹田 光佑 大会（秋季）個人戦 準優勝
個人
関東理工系学生対抗陸上競技大会
森山 将平 1500ｍ 準優勝、5000m 4位入賞
対 象 氏名・団体名

努力賞

対 象 氏名・団体名
主な推薦理由・成績
富田健太郎
馬渕
亮 関東理工科系学生対抗陸上競技大会
鈴木 俊祐 4×100mリレー 5位入賞
平本 拓也
関東理工科系学生対抗陸上競技大会
諒 3000m障害 4位入賞
個 人 落合
関東理工科系学生対抗陸上競技大会
小田原隆太 800m 5位入賞
関東理工科系学生対抗陸上競技大会
山井加奈美 女子やり投げ 5位、100m 8位入賞

特別賞
対 象 氏名・団体名
主な推薦理由・成績
島崎
哲
個人
2段取得
飯塚
晃

功労賞
団体名
空手部
剣道部
バレーボール部

2012年度工体連OB会会長賞
氏
名
加藤 里奈
平 優季
大屋友華里

学
科 団体名 氏
名
生命機能 バレーボール部 宮下 道子
生命機能
梅田佳菜恵
陸上競技部
生命機能
青木 茜

学
科
電気電子
応用情報工
国際文化

奨励賞
団体名 氏
名
合気道部 砂原明日美
硬式庭球部 湊 美帆
柔道部 小町 香里
少林寺拳法部 立石智子
江川 世佳
ソフトテニス部
下川 純佳

学
科 団体名
生命機能
ソフトテニス部
機械工
創生科
バレーボール部
生命機能
経営システム工
陸上競技部
創生科

氏
遠藤
福本
白坂
安井
羽田
今泉

名
静香
啓
優紀
理美
桃子
里英

学
科
環境応用化
環境応用化
生命機能
生命機能
応用情報工
生命機能

創部 50 周年

現役の活動 / 活躍はホームページでご覧ください
URL:http://seahorse.mods.jp/
法政大学工体連水泳部 OB 会（工泳会）
工泳会

会長

藤田

善博

小金井市梶野町 3 ー 7 ー 2（工体連水泳部内）

