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工 体 連 駅 伝 大 会 復 活

　「理系同窓会 50+1 フェス」の催しとして我が
工体連では駅伝大会を復活させました。かつて
工体連では各部対抗で駅伝大会を開催しており、
大学周辺で５㎞程度のコースを設定し、各部で競
い合う姿が楽しいイベントでした。いつの頃か工
体連主催の催しが消滅し、各部間の交流も最近

では皆無に近い状態になってしまいました。我々
OB 会では何とか駅伝大会を復活させ、学生だ
けでなくOB も参加して昔のような交流が出来る
ことを期待して企画し、実現することが出来ました。
　競技者の安全上、一般公道ではなく小金井公
園内を利用することを計画したのですが、最近で

は公園内に様々なレジャー施設が出来ており、休
日には多くの人達で溢れています。当初は公園
管理者から許可を得ることが出来なかったのです
が、コースの場所と一般者に対する安全対策を
十分に検討することを条件で交渉の上、何とか
許可になりました。
　１周 1.7㎞、１チーム 10 名、女子学生及び
OB にはハンデ付きの条件で開催し、7 チームが
参加しました。マイナスハンデにもかかわらず陸
上部が圧倒的な強さで優勝しましたが、OB 参加
のチームもハンデを活かして健闘しました。特に
老体に鞭打って頑張ったOBの姿には感動しました。
　今後も継続して開催する予定でいますのでより
多くの方に参加して頂き、工体連及び OB 会の
交流の場となることを期待しています。最後に今
回の駅伝大会を開催するにあたり、陸上競技部
の皆さんには多大なるご協力を頂きました。心か
らお礼申し上げます。

（文責　工体連OB会長　竹重高志80）

順位 団体名 実タイム 実タイム
順位 ハンディ タイム

1 陸上競技部 A 49'48"30 1 +6'40" 56'28"30

2 陸上競技部 B 55'52"50 2 +1'40" 57'31"50

3 スキー部・柔道部合同 1°10'37"57 5 -12'00" 58'37"57

4 ボクシング部 1°10'42"82 6 -12'00" 58'42"82

5 少林寺拳法部 1°00'12"98 4 -3'30" 59'05"78

6 空手部 1°00'12"95 3 -30" 59'42"93

7 ワンダーフォーゲル部 1°16'06"29 7 -12'00" 1°04'06"29

全体順位 卒業年 所属 名前 タイム
6 2014 年卒 陸上 落合 4'57"95
8 2017 年卒 陸上 鈴木 5'04"45

16 2011 年卒 陸上 佐藤 5'15"92
31 1982 年卒 スキー 木戸 5'58"60
40 2012 年卒 陸上 木村 6'19"57
47 2004 年卒 柔道 加藤 6'35"88
49 1993 年卒 ボクシング 人見 6'36"96
51 2017 年卒 ワンゲル 佐藤 6'50"75
55 1992 年卒 スキー 荒木 7'07"48
56 2007 年卒 ワンゲル 安楽 7'10"05
57 1985 年卒 スキー 山田 7'17"53
60 2013 年卒 陸上 勝山 7'24"87
61 1986 年卒 少林寺 松本 7'33"57
64 2007 年卒 ワンゲル 山口 8'5"50
65 1984 年卒 ボクシング 土居 8'12"19
66 1992 年卒 ボクシング 笠井 8'37"25
67 1976 年卒 ワンゲル 松尾 8'42"57
70 1995 年卒 ボクシング 小出 11'37"24

総　合　記　録 O　B　記　録
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男子団体戦　1部リーグ戦結果
　 芝工大 法政大 日大生資 電機大 理科大 東工大 順　位

芝工大 　 1 2 ③ ⑤ ③ 3
法政大 ④ 　 2 ④ ④ ③ 1

日大生資 ③ ③ 　 2 2 ⑤ 2
電機大 2 1 ③ 　 0 ③ 5
理科大 0 1 ③ ⑤ 　 2 4
東工大 2 2 0 2 ③ 　 6

祝！ソフトテニス部 秋季関東理工科系大学男子１部リーグ優勝

祝！理工科系大学空手道大会　総合４連覇達成

　昨年 11 月、理工科系大学空手道大会にお
いて我が工体連空手部は今回も優秀な成績を
挙げることが出来ました。団体組手、団体形、
男子個人組手、男子個人形の 4 種目で優勝と
いう成績で、昨年に続き総合優勝を果たし、
4 年連続の栄冠を勝ち取りました。現在、空
手部はオール法政として体育会と行動を共に
しており、代表選手にも数名選出されていま

す。少人数ながらも活躍する学生に対し、OB
会も最大限の支援を行っています。1 月に盛
大な祝勝会を開きましたが、多くの OB 諸先
輩方が出席し、学生の活躍をねぎらいました。
大学からは尾川副学長が出席され、ご祝辞を
頂きました。来年度は新記録の 5 連覇を目指
してより一層の稽古に励みたいと思います。
　尚、今回は第 30 回記念大会であり、ボス

トンからマサチューセッツ工科大学を中心に
したアメリカチームも参加しました。男女個
人種目の優勝者は３月に行われた理工科連盟
主催のボストン遠征に招待され、組手の宇野
勇気君（２年）、形の今村洸登君（３年）の２
名が参加し、アメリカチームとの交流を深め
ました。

（文責　監督　竹重高志80）

　工体連ソフトテニス部 OB 会では､ 2017 年 12 月 9 日（土）
に毎年恒例の ｢OB 会｣ を､ 小金井緑町グランドのテニスコート
にて開催致しました｡ 当日は､ 九州や四国などからも卒業生が駆
けつけ、現役との対抗戦（卒業生 26 名､ 現役 34 名）に力が入り、
大いに盛り上がりました｡
　OB 会開催の二週間前（11 月 25･26 日）に行われた､ ｢秋季
関東理工科系大学男子ソフトテニス１部リーグ戦｣ では､ 見事優
勝に輝きました｡ また､ 女子も同 ｢女子３部リーグ戦｣ で優勝し
ました｡
　総勢 71 名の部員を抱え､ テニスコート２面による火・土曜日
の２日間の合同練習のみと言う､ 限られた時間を有効に利用した
練習の積み重ねにより､ 男女 ｢優勝｣ したことに､ 卒業生も感無
量の喜びで一杯でした｡ 昼の部のテニスコートから夜は吉祥寺に
場所を移し､ 総勢 70 名（卒業生 34 名､ 現役 36 名）が参加し
て男女 ｢優勝｣ の祝勝会兼懇親会を行い､ 来年度も現役の活躍を
期待し幕を閉じました｡

（文責　監督　上木泰裕85）

ei  法政工柔会  ya
法政工柔会は工体連柔道部を応援しています。
相談役　曽　根　　　節 会　長　佐　藤　光　男
副会長　清　水　昌　良 副会長　鈴　木　利　康
副会長　古　郡　裕　彦 幹事長　加　藤　泰　輔

2018　新年会　古稀のお祝い2018　新年会　古稀のお祝い
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2017年度工体連会長賞・工体連OB会長賞

工体連OB会長賞
功　　　　労　　　　賞

団体名 氏名 学年

空手部 加藤　円香 4

空手部 木島　彩乃 4

空手部 曽根　彩加 4

空手部 吉村　南海 4

空手部 松本　若葉 4

水泳部 北井　奈々 4

ソフトテニス部 福島　めぐみ 4

バレーボール部 宮本　佳菜子 4

バレーボール部 吉永　彩子 4

陸上競技部 船越　聖美 4

陸上競技部 中村　公美 4

陸上競技部 森　愛佳 4

奨　　　　励　　　　賞
水泳部 前田　有紀子 1

ソフトテニス部 北村　香純 1

ソフトテニス部 膳　若菜 1

ソフトテニス部 山本　和 1

バレーボール部 伊藤　あかり 1

バレーボール部 姜　春沢 1

バレーボール部 南條　志歩 1

バレーボール部 矢島　由紀恵 1

バレーボール部 堀内　奏 1

バレーボール部 上杉　奈々加 1

陸上競技部 近藤　のぞみ 1

陸上競技部 渡邉　幸芽 1

陸上競技部 保谷　萌木 1

陸上競技部 後藤　かおり 1

陸上競技部 井上　優芽 1

工体連会長賞
対象 氏名・団体名 主な推薦理由・成績

最　　優　　秀　　賞

団体
空手部 全日本理工科系大学空手選手権大会　

総合優勝、団体形優勝、団体組手優勝
ソフトテニス部（男子） 秋季関東理工科系1部リーグ団体戦優勝

個人

今村洸登（空手部） 全日本理工科系大学空手選手権大会　男子個人形　優勝

宇野勇気（空手部） 全日本理工科系大学空手選手権大会　男子個人組手　優勝

村上陸（陸上競技部） 関東クラブ対抗陸上競技大会　男子棒高跳　優勝

中村公美（陸上競技部） 関東理工系大学対抗陸上競技大会 女子4×100mR 優勝

森愛佳（陸上競技部） 関東理工系大学対抗陸上競技大会　女子4×100mR 優勝

桂美貴（陸上競技部） 関東理工系大学対抗陸上競技大会　女子4×100mR 優勝

優　　　　秀　　　　賞

団体 少林寺拳法部 第54回少林寺拳法部関東学生大会立会評価法　
団体の部　４位入賞

個人

岡本洸（空手部） 全日本理工科系大学空手選手権大会　男子個人組手 準優勝　

上田涼翔（空手部） 全日本理工科系大学空手選手権大会　男子個人組手 3位　

清水建吾（陸上競技部） 関東理工系大学対抗陸上競技大会　男子やり投げ　2位

萩原大樹（陸上競技部） 関東理工系大学対抗陸上競技大会　男子4×100mR　2位

代賢太郎（陸上競技部） 関東理工系大学対抗陸上競技大会　男子4×100mR　2位

渡辺大貴（陸上競技部） 関東理工系大学対抗陸上競技大会　男子4×100mR　2位

望月紀生（陸上競技部） 関東理工系学生対抗陸上競技大会　　男子4×400mR　3位

努　　　　力　　　　賞

個人

ソフトテニス部 戸塚克 秋季関東理工科系選手権　男子ベスト８       

ソフトテニス部 渡邊俊也 秋季関東理工科系選手権　男子ベスト８

濱野栞里（陸上競技部） 関東理工系学生対抗陸上競技大会　
女子800m　6位　女子3000m　6位

小川克基（陸上競技部） 関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子砲丸投　6位

榊原聡太（陸上競技部） 関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子3000mSC　6位

夏井慧（陸上競技部） 関東クラブ対抗陸上競技大会　男子4×100mR　6位

藤井孝宙（陸上競技部） 関東理工系学生対抗陸上競技大会　男子走高跳　6位

川端友輝（陸上競技部） 関東クラブ対抗陸上競技大会　男子4×100mR　6位
※特別賞は、該当なしです。

2 018 年 度 年 間 ス ケ ジュー ル

6/9 （土） 第 2 回理事会 10/5（金）～7（日） 全国卒業生の集い（千葉大会）

8/9（木） 第 3 回理事会 11/3（土） 工体連 OB の集い
（ホームカミングデー）

9/8（土） 第 23 回親睦ゴルフ大会 11/3（土）～5（月） 小金井祭

10/11（木） 第 4 回理事会 1/27（日） オール法政新年を祝う会
グランドニッコー東京台場
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第25回　法政大学全国卒業生の集い　　宮崎大会　
2017/10/28　in　宮崎観光ホテル

スキー部の知られざる姿！“OB/ 現役対抗戦”

2018年　オール法政新年を祝う会　2018/01/21
in　グランドニッコー東京　台場

ここの山の　
刈干しゃ　
すんだよ～　
明日は　
たんぼで～
稲刈ろかよ
～　……お
いらの飯よ
り家畜の餌
の方が先だ
よ。……

　民謡中の民謡、刈干切唄　こころにしみますね。唄が先で言葉があと。
　日本はここから始まった神の国　宮崎に行ってきました。
　台風 22 号の影響で田中総長の会場到着が 17：21 になってしま
いました。
　全国卒業生の集い宮崎大会は、今回で第 25 回目ですね、
1 新潟　2 金沢　3 広島　4 大分　5 富山　6 山形　7 岡山　8 札幌　
9 山梨　10 山口　11 仙台　12 福岡　13 神奈川　14 沖縄　15
大阪 16 愛媛　17 長崎　18 青森　19 鹿児島　20 島根　21 埼玉　
22 福井　23 愛知　24 京都　25 宮崎
　今年は、26 千葉です。このまま続けば
　第 47 回目は、東京になると思いますが、その時、はたして私は元
気でいれますか

（文責　工体連OB会副会長　佐藤光男77）

　今年も 1,023
名集まったそう
です。わたしは、
時間の関係であ
まり挨拶まわり
には行かないよ
うにしてます。
　それでも、工
体連関係、柔道
部 関 係、 江 東・
品川法友会関係
なんかは、ご挨
拶に行きます。
　そんな中、外濠会のみなさん、昭和 28 年卆なかよしの集まりだそ
うで、みなさん 87 才すぎてるのに、頭も体もまだまだお元気です。
　そのひとり品川の鈴木さん、今年箱根駅伝で往路快進撃があり、
1/3 品川法友会が復路を青物横丁駅前で応援しているというので、
行ってみると銀座生まれの鈴木さんが、ひとりで横断幕を掲げていま
した。
　もう何十年もやってるそうで、息子さんが早稲田、お孫さんが慶応
で俺が法政だから一番馬鹿だよと言ってました、いやいやなにをお
しゃいます鈴木先輩、民衆に溶け揉む法政こそが大学の中の大学、大
学志願者数関東第 1 位です。
　またひとり人生の大先輩に、ご挨拶できたオール法政新年を祝う会
でした。

（文責　工体連OB会副会長　佐藤光男77）

　今年も恒例のスキー部OB/現役対抗戦が平昌オリン
ピックの最中2月10日に長野県木島平スキー場にて開
催されました。幹事はʻ98年卒（スキー部38代）の鈴
木法子さん。
　参加者はOB7名、そのお子様ら6人（小学校2年～
大学1年）、そのお連れ様1名、現役5名！の総勢19名。
（工体連ゴルフのメンバーは一人もおらず、これぞ真
のスキー部OB？）
　悪天候大雨の予報にもかかわらず、絶対的晴れ男・
荒木修さん（ʻ92年卒）のおかげで、超快晴のスキー
日和でした。（そういえば駅伝大会も荒木君のおかげ
で超快晴だったね！）
　スノーボードも始めるなど改革が進む中、今年は平
昌効果で新入部員も期待できそう！来年はもっと盛り
上げるぞ？（盛り上げてね！）・・・ゴルフ部になって
しまったOBより

（文責　山田啓二85）
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