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　空手部理事として工体連OB会に参加して14年、

財務担当、理事長を経て本年度より会長の大役を
務めさせていただく‘80卒竹重高志です。松尾前
会長及び歴代の会長の皆様が築いてこられた30
年を超える工体連OB会の歴史を引継ぐという重責

ています。
　会長就任にあたり、以下を目標にしたいと思います。
①工体連OB会の理事会の充実
②OB会の学祭参加と学生との親睦
　定期理事会は年５回開催していますが、出席者は
15名程度です。世代交代と人数増加を目指したい
と思います。またOB・OGの学祭への参加を積極的
に呼びかけたいと思います。現在、学祭中の規制が
厳しくなり、以前のような自由さがなくなりつつあり
ます。多くの卒業生が参加できる学祭を目指して、
工体連OB会は何が出来るのかを改めて考えてみた
いと思います。
　「法政おお我が母校～♪」　定期理事会後の懇親
会は声高らかに校歌で締めます。学生時代に経験
した熱き想いを再燃させると共に、学生達への暖
かい支援を目指して工体連OB会を発展させていき
たいと思います。OB・OGの皆様のご支援、ご協力
をお願い致します。

に打勝ち、会の更なる発展を目指してゆく所存です。
　小金井キャンパスは理系学部の学生が学ぶ場所
として50年を超える歴史をもっていますが、そこ
に工体連という組織が存在します。
　学業だけでなく、スポーツを通して大学生活を充
実させたいと望む学生たちが体育会とは別組織で
スポーツに励んでいます。我々は各部OB会活動の
充実と相互の親睦、現役学生に対する支援と親睦
を主たる目的として活動を行っています。
　小金井キャンパスが工学部単独だった頃、工体連
所属の学生は多くが学生服を着用し強い連帯意識
を持っていましたが、大学改革による学部増設や
市ヶ谷への移転により学生達の気質も随分変わっ
てきました。当然学生服着用者も皆無になってしま
いました。
　今、問題になっているのは卒業生が大学にあまり
顔を出さなくなっているということです。校舎改築
により昔の面影がなくなっているせいもあります
が、皆さんが所属した部は今も存在し、活動を続け

　法政大学工体連バスケットボール部OB会では、
2016年11月20日㈰に「創部50周年祝賀会」を吉
祥寺の東急REIホテルで、全国各地からOBや現役、
総勢70名の出席を賜り盛大に開催いたしました。
　当日は、祝賀会の前に小金井キャンパス体育館に
おいてOBと現役の交流試合を行いOBと現役の親
睦を深めました。
　その後会場に場所を移し、初めに、今まで行われ
たことがなかったためOB会第一回総会を開催し、
OB会会則（案）の承認と、会長、役員の選出を行い
参加者全員の賛成で承認されました。会長にはバ
スケット部創部にご尽力されました宮崎久男氏（1
期生）、副会長に有田文男氏（3期生）、幹事長には
相吉守政氏（4期生）が選出されました。
　創部50周年祝賀会では各代OB、OGの紹介を
行いその年代の苦労話をお聞きしました。特に1期
生の先輩からは創部当時の練習はグラウンドで、バ
スケットのリングもなくお手玉いれの籠で代用し、
シュートが入ると手で掻き出していたとの話があり
全員から笑いが漏れました。
　そのあと、懐かしの写真や、現役のリーグ戦のビ
デオを編集した50周年記念ビデオを放映し、懐か
しく昔を思い出すとともに、現役の１部昇格を祝い
ました。続いてOB会から現役に記念品を贈呈し、

行く必要を痛感しました。
　また今回はOB会役員を準備の都合上ご年配の
方にお願いしました。3年後の総会では若い人にバ
トンタッチしていきたいと考えています。
　最後に、今回50周年祝賀会に参加していただい
たOBと現役の方々と、一連の準備にご協力をいた
だいた実行委員会のメンバーの方々に感謝申し上
げます。　　  （文責　会計・庶務　橋爪茂利雄75）

神保克己氏（16期）の指揮のもと校歌斉唱を行い
大盛況の中閉会しました。
　今回50周年祝賀会を開催するための準備の過
程で一番苦労したことは、連絡先の分からないOB
が半数以上いたことです。特に若い人は会社の都
合や、家庭の事情などで転居されることが多く住
所が分からない人が多く見受けられました。
　これからも地道に連絡を取りOB会名簿を整えて

　「まさか自分が箱根駅伝のランナーになるなんて」。そんな夢の様な話が、サッ
カー部細淵さんの発案で現実となりました。
　４年に一度開催している工体連同期会。部活の枠を越えて毎回盛り上がって
いるこの会で、そんな提案に即答で同調したものの、数十年スポーツから離れた
この老体で本当に出来るか半信半疑でしたが、そこは元工体連。気合いで乗り
越え、どうせならとより本物に近い襷を作成し気分を盛り上げいざ本番！　
　十人の戦士は、一人の負傷者もなく、五十を過ぎたおじさん達の無謀なチャレ
ンジは大成功でした！

　言葉に出来ない程の達成感。何十年振りだろうこんな気持ち。学生時代の仲
間って本当に良いものですね。つないだ襷は一生の宝物となりました。

 （文責　青木正紀　ゴルフ86）

　10月29日㈯86卒工体連同期による10名（53歳前後）の
チャレンジがスタートした！
　昨年1月8日のとある席で心に決めたイベント。「全員で横一
線でゴールする事」、「全員で芦ノ湖の宿で祝勝会をする事」が
目標であった。深夜2時スタート。始発電車でスタートしたら芦
ノ湖に着かない。そこで考えた苦肉の策であった。予想も出来
ない5区。実力者を起用して小涌園まで繋いだ後は、1km弱に
分けて全員が走る総力戦。11時間4分、完走！たすきのパワー、
プレッシャーを体感し、チャレンジは達成された！芦ノ湖での祝
勝会が楽しかった事は言うまでもない。これで同期の絆はさら
に深まった・・・。　　   （文責　企画　細淵祐二　サッカー８６）

　工体連関係者ならびに諸先輩の皆さまには、常日
頃より学生達への指導や支援にご尽力頂きありが
とうございます。私、昨年４月に情報科学部長に着

ラムの改革や成績評価の厳格化など、大学の教育
も常に変革しています。大学スポーツは、このよう
な大学の変化に対して対応することも求められて
います。この点においては工体連所属の学生は、既
に、実験や演習など時間的制約の大きい教育カリ
キュラムと運動を両立させているわけで、その良き
手本となるのではないかと思います。もちろんこれ
には本人達の努力だけでなく、指導者の方々に大
学の置かれている現状をご理解頂いたり、スポーツ
による成長の側面を教員が理解したりと、学生を支
える側の連携した努力も欠かすことはできません。
　様々な面で大きく成長する大学生のこの時期に、
スポーツを通じて心身を鍛え成長することはとても
重要なことです。今後とも学生および法政大学に対
して、皆さま方の厚いご支援を賜りますよう、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

任する前は、身近に工体連所属の学生がいなかった
こともあり、正直を申しまして活動の状況や皆さま
のご尽力を直接知る機会がありませんでした。学部
長になってから、全日本の理工科系大会に優勝した
ことを祝う祝勝会にお邪魔したり、校友会の様々な
イベントの機会に、工体連学生のスポーツの一端を
見せてもらったりと、それまでより工体連の学生達
の活動をみる機会が増えました。そこでは、熱心に
スポーツに励み、いつもの講義とは全く違う達成感
を得ている学生達の姿を垣間見ることができまし
た。このようなスポーツを通じての成長は、大学ス
ポーツの一つの意義であると言えるでしょう。
　一方で、大学は「学士力の保証」という大きな課題
に直面しています。ここでは、教育内容に対して「十
分な学習時間」を確保した上で「一定の学修成果」を
得ることが求められています。これに伴いカリキュ
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市ヶ谷への移転により学生達の気質も随分変わっ
てきました。当然学生服着用者も皆無になってしま

工体連OB会会長就任にあたって

新 OB 会会長
竹重　高志（空手 80）

宮崎久男
新OB会長

（1期生  70）

工体連サッカー部ＯＢ会工体連サッカー部ＯＢ会

名誉会長

幹 事 長

大島　光雄
吉林　豊浩

シニアチーム、小金井市民リーグ・大会に参戦中！

会　長

監　督

伊藤　　昇
鷲尾　政孝

土肥　　覚
細淵　祐二
原口　賢一
麻生　秀一
井上　美明
清水　裕一
松本　俊一
青木　正紀
藁品　篤史
小林　茂貴

総力戦
ゴール

硬式テニス
サッカー
ワンゲル
陸上競技
陸上競技
バスケット
少林寺拳法
ゴルフ
ワンゲル
陸上競技
全員参加

２１．４
２３．１

９．９
５．２
６．３
４．９
４．８
５．３
３．５

１１．７
１１．６

１０７．６

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

１
２

３

２時間０８分
２時間２８分
１時間０３分
０時間３０分
０時間２７分
０時間３５分
０時間２６分
０時間３５分
０時間２３分
１時間２３分
１時間０６分

１１時間０４分

２：００
４：０８
６：３６
７：３９
８：０９
８：３６
９：１１
９：３７

１０：１２
１０：３５
１１：５８
１３：０４

走者 区 名　前 部　名 走行キロ 走行時間 出発時間

５

４

工体連陸上競技部ＯＢ会
関東理工系大会に向けて頑張れ！
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　ロシアのバイカル湖と同じくらいの緯度なので、日の出は6時、日の
入りは22時です。明るいから昼間と錯覚して、16時間も釣り回わる生
活をするとくたびれます。3日目位から、明るくても12時間程だけ釣り、
そんな生活を9日間繰り返して、9回当たりが有り、3匹釣り上げ1匹は
糸を切られて逃げられたので、釣果は2匹ということです。
　11日間テント生活をしました。食事はエネルギーを補充する感覚で、
11日間風呂に入りませんでした。でも、湿度が低いので汗をかかないせ
いか、汗臭さはしませんでした。ウランバートルの超高級ホテル（泊まっ
た部屋はダブルベッドの20畳程の大広間に独り寝ですが約1万円）で
風呂に入った時、湯船に5ミリほど垢が浮きました（少し大げさだけど）。
　師匠の岡部さんは良い型のタイメンを釣ったのに、私は3日間釣れな
く焦っていたんです。キャンプ地で師匠が「俺の釣ったポイントにはま
だいるよ。」と慰めてくれたんです。私はそれならとやる気を出して、翌
日を待たずに真っ暗な中を自分でランドクルーザーを運転し、切り立っ
た崖を10ｍ程クライムダウンしなければならないポイントに行ったん
です。そして5投目に竿を奪われそうな当たりに襲われ、竿を折られな
がらも釣り上げたのです。
　前日に岡部さんが太いラインを譲って
くれていたので、折れた竿をうち捨てて、
タイメンと太いラインで20分も駆け引き
して、最後には抱きかかえて陸に揚げま
した。大声で「やったぁぁ」と雄叫びを発
しましたが、3キロ程も離れたキャンプ
地の師匠には聞こえなかったでしょう。後で岡部さんに「俺も行くつも
りで準備していたら、堀江が先に行ってしまった。」とお叱りを受けました。
　食べたら何人分になるだろうと思ってしまったのは、やはり釣った魚
はいつも食べているからですかね。でも、これを食べると逮捕されて
100万円の罰金だそうです。
　干した肉のスープ、干した肉の焼き飯、肉肉肉でうんざりなので、川
の流れに浸かっている大石の上に大石をぶち当てて、気絶して浮いてく
る小魚を餌にして、大きい鮒のような「入れ食い」で釣れる魚を釣って、
開いて塩水に漬けて一夜干しにして焼いて食べたんです。結構おいし
かったですよ。
　一緒にいたモンゴル人ガイドが、その魚料理の方法に驚いてました
が、私も一夜乾しのひものを作るのは初めてだったので、巧く美味しく
出来て驚いたんです。遊牧民が食べるのは、あくまでも動物の肉とか
乳ですからね。その干物が美味しかったので、これからも自分達で釣っ
て、その干物を作って食べようと言ってました。これぞ文化交流ですね。

（参加　岡部　敏明　ワンゲル72、文責　堀江三太　ワンゲル74）

モンゴルのタイメン（日本名イトウ）釣り紀行
2016年6月16日～29日 空手部理工科系3連覇

２０１６年度工体連会長賞

法政大学工体連水泳部の活躍を応援します
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/ 

　11月27日、オリンピック記念青少年センターにて「第29回理工科系
大学空手道大会」が開催され、3年連続の総合優勝に輝きました。今回
は団体組手・形と男子個人組手・形の4種目で優勝、女子個人形2位、
女子個人組手3位という成績を挙げ、日頃の稽古の成果を十分に発揮
する事が出来ました。また、昨年は工体連からオール法政のメンバーに
2名選出され、学連の大会にて全日本大会5位、東日本大会2位、関東
大会2位という強い法政の復活の原動力として活躍しました。
　部員達は少人数ながらも限られた稽古の時間を有意義に活用し、
日々技術の向上に努力しています。諸先輩方の応援及びOB会の支援
が続く限り、工体連空手部は歴史と伝統を築き、さらなる発展を遂げ
ていくと思います。　　　　　　　　      （文責　監督　竹重高志80）

４月１３日㈭
第１回理事会、会報４０号発行

６月１０日㈯「予定」
工体連お祭り、第２回理事会

８月１０日㈭
第３回理事会

９月９日㈯
親睦ゴルフ大会

１０月１２日㈭
第４回理事会、会報４１号発行

１０月２７～２９日
全国卒業生の集い（宮崎）

１１月3日㈮
工体連ＯＢの集い、ホームカミングデー

１月２７日㈯
オール法政　新年を祝う会

２月１５日㈭
第５回理事会

工剣会バーベキュー大会

　毎年、前会長の御自宅がある横浜みなとみらいにあるマンションの
バーベキュー設備をお借りしまして、６年前からＯＢと現役２年生以上
の現役とで、親睦を兼ねてバーベキュー大会が10月中頃開催されてき
ました。
　ＯＢ諸君は、気楽に学生と触れ刺激を受け、また学生はいろいろな先
輩がいることを知り、お互い日頃見慣れない高層マンションの中で大
いに飲み、食べ、喋ることを楽しみにしてきました。
　この大会には２代目部長（故）永瀬先生、現部長の柳川先生も参加さ
れ、楽しい１日を過ごす大変有意義な会です。名簿でしか知らなかった
ＯＢの方々も九州から参加された事もありました。今年も10月15日㈰
を予定しております。
　今後もこのような現役とＯＢのコミュニケーションを大事にしていき、
剣道部・工剣会がさらに発展できるようにしていきたいと思います。

（文責　古藤正也６６）

理系同窓会ホームカミングデー

　2016年11月3日、「理系同窓会ホームカミングデー」が開催されまし
た。
　今年からの試みとして、４学部を代表して、岡村創生科学科教授（理
工）、村野環境応用化学科教授（生命科学）、西島ディジタルメディア学
科教授（情報科学）、陣内建築学科教授（デザイン工学）による記念講演
が同時に行われました。昔の工学部オンリーの小金井から４学部体制
になったのだな、と実感させられました。
　その後、工学部マンドリンクラブの爽やかな演奏に続き、少林寺拳
法部の、２日後に全日本学生大会に出場するペアによる演武が行われ
ました。各学部同窓の方々は、工体連ＯＢと異なり、普段演武に接する
ことが無いようで、びっくりされていました。
　良き師・良き友集い結ばれた最高のイベントでした。

　（文責　松本俊一　少林寺86）

オール法政新年を祝う会

　1月28日グランドニッコー東京台場にて「オール法政新年を祝う会」
が開催されました。
　私、今回初めての参加でしたが、参加者約千名の大人数と豪華ゲス
トに圧倒されました。マンドリンクラブによるウェルカム演奏の後、【頑
張れ、法政スポーツ！】として、重量挙部ＯＢ中山陽介選手・ＯＧ三宅宏
美選手より2020年に向けて力強い決意表明があり、続いて陸上競
技部駅伝チームの坪田智夫監督より、毎年一つずつ順位を上げて最
終的に優勝を目指す、との話がありました。
　桑野秀光校友会会長挨拶に続き、田中優子総長の挨拶では、「自由
を生き抜く実践知」を大学の憲章とする、印象深い話でした。
　最後はもちろん全員でスクラム校歌。来年も必ず参加しようと心に
誓うイベントでした。　　　　　　 　　（文責　松本俊一　少林寺86）

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３－７－２（工体連水泳部内） 

法政大学工体連剣道部ＯＢ会（工剣会）
会　長　妹尾　俊明

工剣会西日本支部発足会（平成２８年２月）
（関西、四国、北陸地域）

本部（東京）、中部（名古屋）、九州山口支部の
有志が御祝いに多数参加しています。
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役職 氏名 所属 卒年

新役員 年間スケジュール

団体
団体
個人
個人
個人
個人
個人
個人
個人
個人

空手部
ソフトテニス（男子）
空手部
空手部
空手部
陸上競技部
陸上競技部
陸上競技部
陸上競技部
陸上競技部

宇野　勇気
岡本　　洸
今村　洸登
松丸翔太郎
中村　公美
森　　愛佳
羽田　桃子
桂　　美貴

第29回全日本理工科系大学空手選手権大会　総合優勝   団体組手・団体形　優勝
春季及び秋季関東理工科系1部リーグ団体戦優勝
第60回全日本大学空手選手権記念大会　団体組手5位
第29回全日本理工科系大学空手選手権大会　個人組手優勝
第29回全日本理工科系大学空手選手権大会　個人形優勝
関東理工系学生対抗競技大会　男子棒高跳び　優勝
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子100ｍ優勝　女子4×100ｍリレー優勝
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子4×100ｍリレー優勝
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子4×100ｍリレー優勝
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子4×100ｍリレー優勝

対象 団体名 氏名 主な推薦理由・成績

最

　優

　秀

　賞

団体
団体
個人
個人
個人
個人
個人
個人
個人
個人

バスケットボール部
アメリカンフットボール部
空手部
空手部
少林寺拳法部
ソフトテニス
ソフトテニス
ソフトテニス
ソフトテニス
陸上競技場

松尾ひかる
松本　若葉
土田　　新
渡邊　俊也
鈴木　靖崇
戸塚　　克
土井　一歩
村上　　陸

理工系春季トーナメント準優勝　理工系夏季リーグ戦準優勝
関東学生フットボールクラブ連盟２部リーグ優勝
第29回全日本理工系大学空手道選手権大会　個人形　準優勝
第29回全日本理工系大学空手道選手権大会　組手3位
少林寺拳法関東学生大会　5位入賞
春季関東理工科系選手権　男子3位入賞
春季関東理工科系選手権　男子3位入賞
春季関東理工科系選手権　男子3位入賞
春季関東理工科系選手権　男子3位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子棒高跳び準優勝　関東大学クラブ対抗陸上競技大会の棒高跳び　優勝
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個人
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陸上競技部

山本　真輔
小林　　航
清水　建吾
萩原　大樹
代　賢太郎
望月　紀生
濱野　栞里

関東理工科大学硬式庭球連盟団体リーグ戦大会第７部優勝　第６部昇格
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×100リレー4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×100リレー4位入賞　　　
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×400リレー4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×100リレー4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子400ｍ　4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×400リレー4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子300ｍ　6位入賞

努

　力

　賞

柔道部55周年記念　今年沖縄で開催予定！！
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　ロシアのバイカル湖と同じくらいの緯度なので、日の出は6時、日の
入りは22時です。明るいから昼間と錯覚して、16時間も釣り回わる生
活をするとくたびれます。3日目位から、明るくても12時間程だけ釣り、
そんな生活を9日間繰り返して、9回当たりが有り、3匹釣り上げ1匹は
糸を切られて逃げられたので、釣果は2匹ということです。
　11日間テント生活をしました。食事はエネルギーを補充する感覚で、
11日間風呂に入りませんでした。でも、湿度が低いので汗をかかないせ
いか、汗臭さはしませんでした。ウランバートルの超高級ホテル（泊まっ
た部屋はダブルベッドの20畳程の大広間に独り寝ですが約1万円）で
風呂に入った時、湯船に5ミリほど垢が浮きました（少し大げさだけど）。
　師匠の岡部さんは良い型のタイメンを釣ったのに、私は3日間釣れな
く焦っていたんです。キャンプ地で師匠が「俺の釣ったポイントにはま
だいるよ。」と慰めてくれたんです。私はそれならとやる気を出して、翌
日を待たずに真っ暗な中を自分でランドクルーザーを運転し、切り立っ
た崖を10ｍ程クライムダウンしなければならないポイントに行ったん
です。そして5投目に竿を奪われそうな当たりに襲われ、竿を折られな
がらも釣り上げたのです。
　前日に岡部さんが太いラインを譲って
くれていたので、折れた竿をうち捨てて、
タイメンと太いラインで20分も駆け引き
して、最後には抱きかかえて陸に揚げま
した。大声で「やったぁぁ」と雄叫びを発
しましたが、3キロ程も離れたキャンプ
地の師匠には聞こえなかったでしょう。後で岡部さんに「俺も行くつも
りで準備していたら、堀江が先に行ってしまった。」とお叱りを受けました。
　食べたら何人分になるだろうと思ってしまったのは、やはり釣った魚
はいつも食べているからですかね。でも、これを食べると逮捕されて
100万円の罰金だそうです。
　干した肉のスープ、干した肉の焼き飯、肉肉肉でうんざりなので、川
の流れに浸かっている大石の上に大石をぶち当てて、気絶して浮いてく
る小魚を餌にして、大きい鮒のような「入れ食い」で釣れる魚を釣って、
開いて塩水に漬けて一夜干しにして焼いて食べたんです。結構おいし
かったですよ。
　一緒にいたモンゴル人ガイドが、その魚料理の方法に驚いてました
が、私も一夜乾しのひものを作るのは初めてだったので、巧く美味しく
出来て驚いたんです。遊牧民が食べるのは、あくまでも動物の肉とか
乳ですからね。その干物が美味しかったので、これからも自分達で釣っ
て、その干物を作って食べようと言ってました。これぞ文化交流ですね。

（参加　岡部　敏明　ワンゲル72、文責　堀江三太　ワンゲル74）

モンゴルのタイメン（日本名イトウ）釣り紀行
2016年6月16日～29日 空手部理工科系3連覇

２０１６年度工体連会長賞

法政大学工体連水泳部の活躍を応援します
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/ 

　11月27日、オリンピック記念青少年センターにて「第29回理工科系
大学空手道大会」が開催され、3年連続の総合優勝に輝きました。今回
は団体組手・形と男子個人組手・形の4種目で優勝、女子個人形2位、
女子個人組手3位という成績を挙げ、日頃の稽古の成果を十分に発揮
する事が出来ました。また、昨年は工体連からオール法政のメンバーに
2名選出され、学連の大会にて全日本大会5位、東日本大会2位、関東
大会2位という強い法政の復活の原動力として活躍しました。
　部員達は少人数ながらも限られた稽古の時間を有意義に活用し、
日々技術の向上に努力しています。諸先輩方の応援及びOB会の支援
が続く限り、工体連空手部は歴史と伝統を築き、さらなる発展を遂げ
ていくと思います。　　　　　　　　      （文責　監督　竹重高志80）

４月１３日㈭
第１回理事会、会報４０号発行

６月１０日㈯「予定」
工体連お祭り、第２回理事会

８月１０日㈭
第３回理事会

９月９日㈯
親睦ゴルフ大会

１０月１２日㈭
第４回理事会、会報４１号発行

１０月２７～２９日
全国卒業生の集い（宮崎）

１１月3日㈮
工体連ＯＢの集い、ホームカミングデー

１月２７日㈯
オール法政　新年を祝う会

２月１５日㈭
第５回理事会

工剣会バーベキュー大会

　毎年、前会長の御自宅がある横浜みなとみらいにあるマンションの
バーベキュー設備をお借りしまして、６年前からＯＢと現役２年生以上
の現役とで、親睦を兼ねてバーベキュー大会が10月中頃開催されてき
ました。
　ＯＢ諸君は、気楽に学生と触れ刺激を受け、また学生はいろいろな先
輩がいることを知り、お互い日頃見慣れない高層マンションの中で大
いに飲み、食べ、喋ることを楽しみにしてきました。
　この大会には２代目部長（故）永瀬先生、現部長の柳川先生も参加さ
れ、楽しい１日を過ごす大変有意義な会です。名簿でしか知らなかった
ＯＢの方々も九州から参加された事もありました。今年も10月15日㈰
を予定しております。
　今後もこのような現役とＯＢのコミュニケーションを大事にしていき、
剣道部・工剣会がさらに発展できるようにしていきたいと思います。

（文責　古藤正也６６）

理系同窓会ホームカミングデー

　2016年11月3日、「理系同窓会ホームカミングデー」が開催されまし
た。
　今年からの試みとして、４学部を代表して、岡村創生科学科教授（理
工）、村野環境応用化学科教授（生命科学）、西島ディジタルメディア学
科教授（情報科学）、陣内建築学科教授（デザイン工学）による記念講演
が同時に行われました。昔の工学部オンリーの小金井から４学部体制
になったのだな、と実感させられました。
　その後、工学部マンドリンクラブの爽やかな演奏に続き、少林寺拳
法部の、２日後に全日本学生大会に出場するペアによる演武が行われ
ました。各学部同窓の方々は、工体連ＯＢと異なり、普段演武に接する
ことが無いようで、びっくりされていました。
　良き師・良き友集い結ばれた最高のイベントでした。

　（文責　松本俊一　少林寺86）

オール法政新年を祝う会

　1月28日グランドニッコー東京台場にて「オール法政新年を祝う会」
が開催されました。
　私、今回初めての参加でしたが、参加者約千名の大人数と豪華ゲス
トに圧倒されました。マンドリンクラブによるウェルカム演奏の後、【頑
張れ、法政スポーツ！】として、重量挙部ＯＢ中山陽介選手・ＯＧ三宅宏
美選手より2020年に向けて力強い決意表明があり、続いて陸上競
技部駅伝チームの坪田智夫監督より、毎年一つずつ順位を上げて最
終的に優勝を目指す、との話がありました。
　桑野秀光校友会会長挨拶に続き、田中優子総長の挨拶では、「自由
を生き抜く実践知」を大学の憲章とする、印象深い話でした。
　最後はもちろん全員でスクラム校歌。来年も必ず参加しようと心に
誓うイベントでした。　　　　　　 　　（文責　松本俊一　少林寺86）

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３－７－２（工体連水泳部内） 

法政大学工体連剣道部ＯＢ会（工剣会）
会　長　妹尾　俊明

工剣会西日本支部発足会（平成２８年２月）
（関西、四国、北陸地域）

本部（東京）、中部（名古屋）、九州山口支部の
有志が御祝いに多数参加しています。
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今村　洸登
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中村　公美
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羽田　桃子
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第29回全日本理工科系大学空手選手権大会　総合優勝   団体組手・団体形　優勝
春季及び秋季関東理工科系1部リーグ団体戦優勝
第60回全日本大学空手選手権記念大会　団体組手5位
第29回全日本理工科系大学空手選手権大会　個人組手優勝
第29回全日本理工科系大学空手選手権大会　個人形優勝
関東理工系学生対抗競技大会　男子棒高跳び　優勝
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子100ｍ優勝　女子4×100ｍリレー優勝
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子4×100ｍリレー優勝
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子4×100ｍリレー優勝
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子4×100ｍリレー優勝

対象 団体名 氏名 主な推薦理由・成績
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ソフトテニス
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鈴木　靖崇
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土井　一歩
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理工系春季トーナメント準優勝　理工系夏季リーグ戦準優勝
関東学生フットボールクラブ連盟２部リーグ優勝
第29回全日本理工系大学空手道選手権大会　個人形　準優勝
第29回全日本理工系大学空手道選手権大会　組手3位
少林寺拳法関東学生大会　5位入賞
春季関東理工科系選手権　男子3位入賞
春季関東理工科系選手権　男子3位入賞
春季関東理工科系選手権　男子3位入賞
春季関東理工科系選手権　男子3位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子棒高跳び準優勝　関東大学クラブ対抗陸上競技大会の棒高跳び　優勝
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山本　真輔
小林　　航
清水　建吾
萩原　大樹
代　賢太郎
望月　紀生
濱野　栞里

関東理工科大学硬式庭球連盟団体リーグ戦大会第７部優勝　第６部昇格
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×100リレー4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×100リレー4位入賞　　　
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×400リレー4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×100リレー4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子400ｍ　4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子4×400リレー4位入賞
関東理工系学生対抗陸上競技大会　女子300ｍ　6位入賞
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柔道部55周年記念　今年沖縄で開催予定！！
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　空手部理事として工体連OB会に参加して14年、

財務担当、理事長を経て本年度より会長の大役を
務めさせていただく‘80卒竹重高志です。松尾前
会長及び歴代の会長の皆様が築いてこられた30
年を超える工体連OB会の歴史を引継ぐという重責

ています。
　会長就任にあたり、以下を目標にしたいと思います。
①工体連OB会の理事会の充実
②OB会の学祭参加と学生との親睦
　定期理事会は年５回開催していますが、出席者は
15名程度です。世代交代と人数増加を目指したい
と思います。またOB・OGの学祭への参加を積極的
に呼びかけたいと思います。現在、学祭中の規制が
厳しくなり、以前のような自由さがなくなりつつあり
ます。多くの卒業生が参加できる学祭を目指して、
工体連OB会は何が出来るのかを改めて考えてみた
いと思います。
　「法政おお我が母校～♪」　定期理事会後の懇親
会は声高らかに校歌で締めます。学生時代に経験
した熱き想いを再燃させると共に、学生達への暖
かい支援を目指して工体連OB会を発展させていき
たいと思います。OB・OGの皆様のご支援、ご協力
をお願い致します。

に打勝ち、会の更なる発展を目指してゆく所存です。
　小金井キャンパスは理系学部の学生が学ぶ場所
として50年を超える歴史をもっていますが、そこ
に工体連という組織が存在します。
　学業だけでなく、スポーツを通して大学生活を充
実させたいと望む学生たちが体育会とは別組織で
スポーツに励んでいます。我々は各部OB会活動の
充実と相互の親睦、現役学生に対する支援と親睦
を主たる目的として活動を行っています。
　小金井キャンパスが工学部単独だった頃、工体連
所属の学生は多くが学生服を着用し強い連帯意識
を持っていましたが、大学改革による学部増設や
市ヶ谷への移転により学生達の気質も随分変わっ
てきました。当然学生服着用者も皆無になってしま
いました。
　今、問題になっているのは卒業生が大学にあまり
顔を出さなくなっているということです。校舎改築
により昔の面影がなくなっているせいもあります
が、皆さんが所属した部は今も存在し、活動を続け

　法政大学工体連バスケットボール部OB会では、
2016年11月20日㈰に「創部50周年祝賀会」を吉
祥寺の東急REIホテルで、全国各地からOBや現役、
総勢70名の出席を賜り盛大に開催いたしました。
　当日は、祝賀会の前に小金井キャンパス体育館に
おいてOBと現役の交流試合を行いOBと現役の親
睦を深めました。
　その後会場に場所を移し、初めに、今まで行われ
たことがなかったためOB会第一回総会を開催し、
OB会会則（案）の承認と、会長、役員の選出を行い
参加者全員の賛成で承認されました。会長にはバ
スケット部創部にご尽力されました宮崎久男氏（1
期生）、副会長に有田文男氏（3期生）、幹事長には
相吉守政氏（4期生）が選出されました。
　創部50周年祝賀会では各代OB、OGの紹介を
行いその年代の苦労話をお聞きしました。特に1期
生の先輩からは創部当時の練習はグラウンドで、バ
スケットのリングもなくお手玉いれの籠で代用し、
シュートが入ると手で掻き出していたとの話があり
全員から笑いが漏れました。
　そのあと、懐かしの写真や、現役のリーグ戦のビ
デオを編集した50周年記念ビデオを放映し、懐か
しく昔を思い出すとともに、現役の１部昇格を祝い
ました。続いてOB会から現役に記念品を贈呈し、

行く必要を痛感しました。
　また今回はOB会役員を準備の都合上ご年配の
方にお願いしました。3年後の総会では若い人にバ
トンタッチしていきたいと考えています。
　最後に、今回50周年祝賀会に参加していただい
たOBと現役の方々と、一連の準備にご協力をいた
だいた実行委員会のメンバーの方々に感謝申し上
げます。　　  （文責　会計・庶務　橋爪茂利雄75）

神保克己氏（16期）の指揮のもと校歌斉唱を行い
大盛況の中閉会しました。
　今回50周年祝賀会を開催するための準備の過
程で一番苦労したことは、連絡先の分からないOB
が半数以上いたことです。特に若い人は会社の都
合や、家庭の事情などで転居されることが多く住
所が分からない人が多く見受けられました。
　これからも地道に連絡を取りOB会名簿を整えて

　「まさか自分が箱根駅伝のランナーになるなんて」。そんな夢の様な話が、サッ
カー部細淵さんの発案で現実となりました。
　４年に一度開催している工体連同期会。部活の枠を越えて毎回盛り上がって
いるこの会で、そんな提案に即答で同調したものの、数十年スポーツから離れた
この老体で本当に出来るか半信半疑でしたが、そこは元工体連。気合いで乗り
越え、どうせならとより本物に近い襷を作成し気分を盛り上げいざ本番！　
　十人の戦士は、一人の負傷者もなく、五十を過ぎたおじさん達の無謀なチャレ
ンジは大成功でした！

　言葉に出来ない程の達成感。何十年振りだろうこんな気持ち。学生時代の仲
間って本当に良いものですね。つないだ襷は一生の宝物となりました。

 （文責　青木正紀　ゴルフ86）

　10月29日㈯86卒工体連同期による10名（53歳前後）の
チャレンジがスタートした！
　昨年1月8日のとある席で心に決めたイベント。「全員で横一
線でゴールする事」、「全員で芦ノ湖の宿で祝勝会をする事」が
目標であった。深夜2時スタート。始発電車でスタートしたら芦
ノ湖に着かない。そこで考えた苦肉の策であった。予想も出来
ない5区。実力者を起用して小涌園まで繋いだ後は、1km弱に
分けて全員が走る総力戦。11時間4分、完走！たすきのパワー、
プレッシャーを体感し、チャレンジは達成された！芦ノ湖での祝
勝会が楽しかった事は言うまでもない。これで同期の絆はさら
に深まった・・・。　　   （文責　企画　細淵祐二　サッカー８６）

　工体連関係者ならびに諸先輩の皆さまには、常日
頃より学生達への指導や支援にご尽力頂きありが
とうございます。私、昨年４月に情報科学部長に着

ラムの改革や成績評価の厳格化など、大学の教育
も常に変革しています。大学スポーツは、このよう
な大学の変化に対して対応することも求められて
います。この点においては工体連所属の学生は、既
に、実験や演習など時間的制約の大きい教育カリ
キュラムと運動を両立させているわけで、その良き
手本となるのではないかと思います。もちろんこれ
には本人達の努力だけでなく、指導者の方々に大
学の置かれている現状をご理解頂いたり、スポーツ
による成長の側面を教員が理解したりと、学生を支
える側の連携した努力も欠かすことはできません。
　様々な面で大きく成長する大学生のこの時期に、
スポーツを通じて心身を鍛え成長することはとても
重要なことです。今後とも学生および法政大学に対
して、皆さま方の厚いご支援を賜りますよう、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

任する前は、身近に工体連所属の学生がいなかった
こともあり、正直を申しまして活動の状況や皆さま
のご尽力を直接知る機会がありませんでした。学部
長になってから、全日本の理工科系大会に優勝した
ことを祝う祝勝会にお邪魔したり、校友会の様々な
イベントの機会に、工体連学生のスポーツの一端を
見せてもらったりと、それまでより工体連の学生達
の活動をみる機会が増えました。そこでは、熱心に
スポーツに励み、いつもの講義とは全く違う達成感
を得ている学生達の姿を垣間見ることができまし
た。このようなスポーツを通じての成長は、大学ス
ポーツの一つの意義であると言えるでしょう。
　一方で、大学は「学士力の保証」という大きな課題
に直面しています。ここでは、教育内容に対して「十
分な学習時間」を確保した上で「一定の学修成果」を
得ることが求められています。これに伴いカリキュ

工体連OB会会長就任にあたって

バスケットボール部創部50周年祝賀会

理工系における大学スポーツ

86年卒同期の箱根駅伝チャレンジ

情報科学部
廣津登志夫 学部長
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　小金井キャンパスは理系学部の学生が学ぶ場所
として50年を超える歴史をもっていますが、そこ
に工体連という組織が存在します。
　学業だけでなく、スポーツを通して大学生活を充
実させたいと望む学生たちが体育会とは別組織で
スポーツに励んでいます。我々は各部OB会活動の
充実と相互の親睦、現役学生に対する支援と親睦
を主たる目的として活動を行っています。
　小金井キャンパスが工学部単独だった頃、工体連
所属の学生は多くが学生服を着用し強い連帯意識
を持っていましたが、大学改革による学部増設や
市ヶ谷への移転により学生達の気質も随分変わっ
てきました。当然学生服着用者も皆無になってしま
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新 OB 会会長
竹重　高志（空手 80）

宮崎久男
新OB会長

（1期生  70）

工体連サッカー部ＯＢ会工体連サッカー部ＯＢ会

名誉会長

幹 事 長

大島　光雄
吉林　豊浩

シニアチーム、小金井市民リーグ・大会に参戦中！

会　長
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伊藤　　昇
鷲尾　政孝

土肥　　覚
細淵　祐二
原口　賢一
麻生　秀一
井上　美明
清水　裕一
松本　俊一
青木　正紀
藁品　篤史
小林　茂貴

総力戦
ゴール

硬式テニス
サッカー
ワンゲル
陸上競技
陸上競技
バスケット
少林寺拳法
ゴルフ
ワンゲル
陸上競技
全員参加

２１．４
２３．１

９．９
５．２
６．３
４．９
４．８
５．３
３．５

１１．７
１１．６

１０７．６

１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

１
２

３

２時間０８分
２時間２８分
１時間０３分
０時間３０分
０時間２７分
０時間３５分
０時間２６分
０時間３５分
０時間２３分
１時間２３分
１時間０６分

１１時間０４分

２：００
４：０８
６：３６
７：３９
８：０９
８：３６
９：１１
９：３７

１０：１２
１０：３５
１１：５８
１３：０４

走者 区 名　前 部　名 走行キロ 走行時間 出発時間

５

４

工体連陸上競技部ＯＢ会
関東理工系大会に向けて頑張れ！


