
開成学園排球部 OB会
会報

平成 12年 8月

1開成バ レー部 OB会ホームページ開設 ! (報告 :田沢 優).
開成バ レー部 OBのホームページを作 りました。今年の 2月 から一部のOBで試験的に運用 してき

ましたが、oB総会で公式のホームページと認定されました。主な項目は現役 と OBの試合結果、OB
の行事予定、況役の練習 日程、OBの掲示板などです。管理人が知識不足のため、大変シンプルなもの

となっています。ホームペニジを作つた理由は、コーチ以外の OBの方々にも、開成バレー部にもつ

と関心を持って頂きたかつたからです。今までは会報を見て初めて前年度の試合結果を知るという方

がほとんどだったと思いますが、これからは試合の翌 日にはわかるようになります。また、開成バ レ

ー部 OBの掲示板には毎 日のように書きこみが加えられ、OB同士の情報交換の貴重な場になっていま

す。近況報告などで結構ですので、皆さんもぜひ書きこんでみてください。

開 成 バ レー 部 OBホ ー ムペ ー ジ  lltpッ7¬勁
～
tgcodtts cojp/Atllktc‐Aぬme/9525

2総務関係活動報告および活動予定

平成 H年  4月 第 17回 開成・麻布定期戦開催

総合優勝開成。第 1回大会以来、初の勝ち越 し。

5月 年度幹事会開催

6月 OB総会開催

6月 会報発行

平成 12年 4月 第 18回 開成・麻布定期戦開催

総合優勝開成。6連覇達成。通算成績 10勝 8敗。

5月 年度幹事会開催
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6月 OB総会、自J部 55周年記念祝賀会開催 (参カロ者 :46名
)

8月 会報 。名簿発行

平成 13年 4月 第 19回 開成・麻布定期戦開催予定 (当番校 :開成 )

5月 年度幹事会開催予定

6月 OB総会開催予定

8月 会報発行予定

3開成クラブ戦績 (報告 :OBチーム主将 金  英寛 )

平成 ■年

第 45回 春季大会  (平成 11年 4月 4日 ) く2部>

○開成クラブ (25-23、 26-24)ア トムズクラブ A
O開成クラブ (25-17、 25-13)U7タ クローズ B

O開成クラブ (25-11、  25-17)リ バーサイ ド

男子 2部優勝 !!1部に昇格 !

第 15回 オープン大会  (平成 11年 7月 4日 )

×開成クラブ (25-21、 24-26、 19-25)ヒ ガゴリラ

屈辱の 1回戦負け !!

第 46回 秋季大会   (平成 11年 9月 5日 ) く1部>

〇開成クラブ (25-21、 25-22)大 成クラブ

×開成クラブ (25-22、 26-27、 9-15)日 興信用金庫

大金星まであと一歩 !!しかし3位の好成績 ll

第49回 区民大会   (平成 11年 11月 7日 )

一回戦 〇開成クラブ (25-21、 25-15)雄 飛会

二回戦 ×開成クラブ (0-25、 0-25)u7タ クローズ A

4開成高校戦績 (報告 :高校コーチ 宮 利政、田沢 優 )

平成H年 10月 10日 支部大会 2日 ロ   ベス ト8

VS早大学院  0 25-21、 25-10

春の関東大会予選では惜 しくも負けてしまったが、代変わりしていたこともあり危なげなく勝つた。

しかし1セ ットロは少 しミスが多かった。

VS東工学園  × 13-25, 16-25
いわず と知れた東京都 1位のチームと対戦。相手のミスでなく自分たちの力による得点もそれなり

にあつた。しかし相手も油断していたし、そこにつけ込んでもう少 し点のとれる試合であつたと思 う。

11月 7日 新人戦 1日 目

VS千歳  0 25-6, 25-17

相手チームが35すぎてすぐに試合が終わつた。弱くてもお付き合い して しま うことがおおいが、こ

の試合は一方的に点を取つて終われた。高二の大平と中村、林の引退がかかっていることもあ り、彼

らも2セ ットロでてがんばっていた。

VS麻布  0 25-13,34-32
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1セ ッ トロからミスが 目立った。 2セ ットロは流れ も悪 く、エースの井 回の切れが悪いためこのよ

うな試合になつてしまつた。高 2の羽方がレシープをがんばっていた。

VS都立富士  0 25-11, 25-14

都立にしてはそこそこのチーム。とくに危なくはなかった。控えの深作がサービスエースをとって

盛 り上げた。中りのプロックも4本出て、まあまあよい試合であつた。

この新人戦予選では、エースの丸崎が怪我で欠場 したため、苦 しい展開となるかと思つたが、控え

の下山はじめ、チームー九となってその穴を生めようとがんばり、無事予選となった。

VS安田  X 12-25, 17-25

安田は早い攻撃を仕掛けてくる良いチーム。エースの丸崎がいればもう少し良い試合があるいは出

来たのかもしれないが、残念ながら敗退 してしまつた。 自力での得点があまりなく、レシープで粘 り

強く拾つても決定的な一打がなくていまいちだった。それにしてもレシープはよく粘った。

平成 12年 1月 16日 春高予選

VS小石り1高校 025-20,25-16
ミスが多く、ボールがよく落ちた試合だった。出だしの悪さが目立つ試合だつた。

VS駒大 × 18-25, 10-25

あいては都で 2位のチーム。小 さいがはやい トス回 しで責めてくる速攻型チーム。 1セ ットロは相

手が丸崎を警戒 して慎重に責めてきたので中盤まで良い試合が出来たが、 2セ ットロはまつた く歯が

立たなかった。良い経験だった。

1月 23日 冬の私学大会

VS学習院 0 25-11,25-16

相手が弱すぎた。 しか しまだ自分たちの形が出来上がっておらず、ミスで点を上げてしまつた。丸

崎はまだ本調子ではないようだ。

VS安田 × 12-25,16-25

自力得点が結構あったのが前回 との違いだと思 う:不調のエースを裏エースが補 うとい う形の試合

であった。

4月 29日 関東大会予選

VS東京工業 0 25-10, 25-6

引退がかかっている試合。楽勝。

3ヽ二松学会 0 25-13, 25-11
これまた弱すぎ。ベンチのやつも出せ、エースを休ませる余裕もあつた。

VS早稲田  0 25-15, 25-22

若いチームだが釜利谷の監督が教えているだけあって、いやらしいバ レーをしてくるチーム。 しか

し全員の集 中力がすさまじく、また声を出して相手をつぶす作戦が功をそ うし、相手のエースとセッ

ターがつぶれた。最後もたついたが、常にリー ドを保つていて見ていて安心できた。

5月 3日 予選二 日目

VS日 野台 0 25-23, 25-23
こんなに,点 を取られる試合ではなかつた。常にリー ドしておきなが ら終盤競ってしま う悪い展開と

なったが、やはリエースが最後には決めてくれた。

VS東大和南 0 25-20, 25-15
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ミスの多いチームで自滅 してくれた。序盤から走ることが出来、楽な試合展開だった。

今まで目指 してきた、頭を使つて勝つ ということがこの関東予選に来てようや く実践できるようにな

つた。センターニ人とライ ト、レフ トー人が高 2の若いチームだが、試合を重ねるごとに成長 してい

るのがよく分かる。

VS駒大高 ×

5月 4日 関東大会予選 第 3日 目

1試合 目  ○開成 (25-14、 25-19)中大付属

背も低く、はっきり言つて格下の相手だった。よくベス ト16に残つてきたな、とい う感 じだった。

試合内容も良く圧勝。

2試合 目  〇開成 (25-23、 25-19)都立町田

レフ トエースが関東選抜で、センターにも一人高ぃ奴がいた。 しか しラリーでは丸崎が町田のエー

スに打ち勝ち、センターの六角のブロックも冴え、素晴らしいゲームをした。丸崎の楽 しそ うな笑顔

が印象に残った。

3試合 目  ×開成 (15-25、 17-25)帝京人王子

帝京八王子は、平均身長が開成 よりも低く、都立町田に負けたこともあ り、少 し甘く見ていたとこ

ろもあつた。相手のクイック攻撃にプロッカーが振 り回され、サーブカッ トも乱れ、大差をつけられ

て負けてしまった。このリーグの上位 2チームに入れば関東大会に出場できたが、 2勝 1敗のチーム

が 3チームになり、セ ット率でも並んだが得失点差で惜しくも関東大会の出場権を手に入れることが

出来なかった。

6月 18日 インターハイ予選 第 2日 目

関東予選にベス ト16に入つたため、第 1日 目は免除。ベス ト16を守 るために、関東予選で引退

の予定だつた丸崎と星野をスタメンに入れて試合に臨んだ。 2日 日は、まずベス ト48に入つた 3チ
ームのリーグ戦をや り、そのリーグで 1位になるとベス ト16とい う仕組みだつた。

1試合 目   ○開成 (25‐ 20,25‐ 17)京華

2試合 目   ○開成 (25■ 5,25‐ 20)大東文化一

試合内容はそれほど良くなかったものの、格下の相手だつたため、楽々とベス ト16になつた。

シー ドに入ると強豪校 と当たらなくなるため、余裕を持って戦 うことが出来た。 このベス ト16と い

うポジションを新人戦以降も守っていきたいと思 う。

3試合 目   ×開成 (18‐ 25,18-2の 関東―

関東―高は、ベス ト8のチームにふ さわしく非常に速くて うまいチームだった。惨敗 したものの、

高 2に とってはいい経験になった。

5開成中学戦績 (報告 :中学コーチ 楓 淳一郎 )

HH/4/18 春季大会 決勝 VS七 中 0 2-0

8点 と3点で快勝。表情にも余裕が見られました。

5/8 プロック大会 1回戦 VS晴 海中 0 2-0
2回戦 VS駒 形中 × 0-2

なんと言つても全国優勝の駒形 と試合できたのが良い経験になりました。たったの 1点 しか

取れませんでしたが。ちなみに都大会は中間試験 と重なったため、やむなく辞退 しました。
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6/27 夏季区大会 決勝 VS七 中 0 2-1
春とは違いかなりの接戦になりましたが、プロック練習の成果もあつて優堕することができました。

7/10 プロック大会 1回戦 VS足立十四中 0 2-1
2回戦 VS駒形中 × 0-2

屈指の名門2校 と当たれて、よい勉強になりました。

7/23 都大会  VS鹿 本中 × 0-2
レシーブやセッターのミスが続いて、あつさり負けてしまいました。

8月 私学大会  VS武 蔵中 × 0-2
都選抜のいるワンマンチームに力負けしてしまいました。

10/9 区民大会  中3 1回戦 VS七 中3年 X O-2
中2 1回戦 VS道灌山中 0 2-0

2回戦 VS七 中2年 0 2-0
決勝戦 VS七 中3年 × 0-2

中3はライバルと1回戦で当たってしまい、今回は気合負けしてしまいました。中2は意外と健闘

したものの、同じ七中の3年生にねじふせられました。

11月 新入戦      |
都ベスト32に入りました。また、今大会からリベロ、ラリーポイント25点制が導入されました。

1/23 冬季大会 5勝 1敗  |
都全体で行 うとい う今までにない大きな試みでした。 リーグ戦と トーナメン ト戦を含め、まあまあ

の結果でした。

1/29 1年生大会 1回戦 VS朝 鮮中 0 2-0
2回戦 VS七 中 × 0-2

準優勝でしたが、将来性を充分に見せてくれました。

2/20 六校 リーグ VS暁 星中 × 0-2(リ ーグ戦)

VS慶応中 0 2-0(リ ーグ戦)

VS芝中  0 2-1(ト ーナメン ト戦)

VS暁星中 × 0-2(ト ーナメント戦)

準優勝でしたが、名門暁星中と2試合もやれて勉強になりました。

4/23 春季区大会 VS朝 鮮中 0 2-0(リ ーグ戦)

VS道灌山中 0 2-1(リ ーグ戦)

VS尾久人幡中 × 0二 2(リ ーグ戦)

VS七中 × 0-2(リ ーグ戦)

朝鮮申以外はそれなりにいいチームが揃ってぃました。どのチームも冬よりかなり強くなっていて、

伸び悩んだ開成は力でねじふせ られて しまいました。

5/13 ブロック大会 VS晴 海中 0 2-0
VS足立十四中 × 1-2

区大会で 3位通過だとい う危機感もあつて、今回はかな り気合が入つていて、名門十四中か ら1セ

ットロを取り、2セ ットロも競りましたが、3セ ットロはツキがなく大差をつけられてしまいました。

都大会は出場予定でしたが、手違いでやむなく辞退することになりました。
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6会員近況 (敬称は省略させていただきます。)

・ 土曜 日には剣道部の稽古に出た り、水泳部、剣道部の合宿やスキー学校に参加 して楽 しませてもら

つてお ります。バレー部のますますの隆盛を祈念申し上げます。 (岩谷昭史先生)

・創部 55周年おめでとうございます。55年に亙るご功績は図 り難 く深く敬意を表 し益々のご発展を

哀心よりお祈 りしております。健康に恵まれ決適な毎 日をおくってお ります。 (伊藤清一先生)

・体調悪く何 とか毎 日を過 ごしています。孫 とのふれあいが楽 しいなんて困ったものです。なるべく

頭を使い散歩をするようにしています。 (30年卒 宗近伸匡)

・ パソコンを入れて世の中の動きに送れないようにそしてネ ットワークを広げん と試みています。

(39年卒 宮崎直樹 )

・先 日同期で桑田・竹内の歓送迎会を行い、中村先生を囲み旧交を暖めました。(45年卒 小山誠一郎)

・ 4月 1日 より、米国ヒユース トンに転勤となります。 ヒユース トンヘは 2度 目の赴任です。家族は

8月 より行 く予定です。 現在は日本よりの直行便もありますので、米国への出張・旅行の際は足

非お立ちよりください。 (45年卒 竹内雄―)

・香港駐在もすでに 2年を超え今年中には帰国とい うことになりそ うです。同じビルにある 「さくら

銀行香港支店Jには 5年後輩の堀 口健一君が勤務 してお り昔話をしています。皆様のますますのご

健勝を祈 ります。(47年卒 勝田広夫 )

。海外勤務 中ゆえ参加できません。みなさんに宜しくお伝えください。なお 49年卒の堀口君 (さ くら

銀行)は同じビルの中で働いてお りましたが,先週次の任地ロン ドンにむけて出発 されました。 (47

年卒 勝田広夫)

。昨年は工場のパ レー部の一員 として茨城県実業団リーグ第 4部の大会などに出ましたが、運動不足

の身で急に張 り切つたのが災いして肘、肩、股関節などが痛 く、今年はおとな しくしています。 自

動車通勤をやめて片道 3 5kmの 坂道を徒歩通勤して減量 しつつ再起をはかつています。 中村先

生はじめ皆様に宜しくお伝えください。 (47年卒 後閑哲夫)

・今月、息子が開成中学の入試にチャレンジしましたが、残念ながら後輩の仲間入 りは出来ませんで

した。 しかし本人は意外 とけろつとしたもので、第二志望の中学に行 くのを今からものすごく楽 し

みにしています。息子の入試で久々開成に行きましたが、入試当日・合格発表両 日の騒然 とした様

子にビックリ。昨年見た運動会は私の現役時代 と競技は同じでしたが、ルールが相当複雑になつて

様変わ りしていました。また現役の時の校合で現存しているのは体育館だけで、隔世の感ありちょ

つび り寂 しかったです。でも事務室に時計台の校合の写真が飾ってあり懐かしく拝見 しました。 (8

年卒 山本雅司)

・京都の龍谷大学に移つて 2年 目になります。息子が、開成にお世話になっています。なんとか高校

には上がれたようです。中村先生には、お世話になつています。最近、司法改革で、法律家の質が

問題になっていますが、開成出身の法律家も多いと思います。私 自身は、一人の死刑確定者の人の

人権問題を通 じて色々なことを勉強させてもらっています。外国に行 くと、ヒューマン・ライツつ

て、結構、ユニバーサルで、メジャーなんですが、日本に帰つてくるとマイナーになつてしまいま

す。開成から、人権感覚にすぐれた人たちが育ってくれることを期待 しています。それではまた !

(49年卒 石塚伸一)

。先 日、開成の運動会に行ってきました。新高が騎馬戦に優勝 して、大騒ぎだつたようです。毎年、

少 しずつですが雰囲気が変わつているように思います。四半世紀前のことになつてしまつたわけで、

-6‐



いささか感傷に浸つてみたり・・・。わたしたちの過去が、彼らには現在なのだなどとも・・・。(49

年卒 石塚伸一)

。最近 KL開成会を旗揚げしました。(KL:Kuala Lumpur)現 在 劇しに在住している開成 OBは 4名

です。昨夜は4名 で会食しました。KL在住の麻布、武蔵 OBからも合同で催しをしたいとの申し込

みがあり、今後活発化しそうです。マレーシアヘおこしの際はご連絡下さい。(49年卒 清水淳一)

。昨年 10月 に横浜の研究所に戻りました。バレーボールからここ数年離れていますが定期戦には参加

したいと思いますのでよろしくお願いします。(49年卒 柏女浄照)

・バレーボールからは 全く遠ざかっております。 昨年からようやく ゴルフを始めましたが、メンタ

ル面の弱さプラス運動神経のなさで 上達どころか 付いて行くのに精一杯ですが、面白さの片鱗は

感じるようになりました。麻布の定期戦では お役に立てないかと思いますが、25～ 26年ぶりに

麻布を訪れたいと思います。 楽しみにしております。よろしくお願いします。(50年卒 市村幹司

郎)

・4月 新モデルの立上げで毎日忙しくやってます。運動不足でバレーボールなんかとてもできそうに

ありません。4月 9日 音楽関係の仕事で申し訳ありません。6月 24日 もそうなので、こちらは断れ

なくもないのですが、めっきりご無沙汰してしまい、ちょっと足が重くなつてしまってます。お許

し下さいませ。先生はじめ皆様に宜しく。〈50年卒 杉山伸郎)

・ついに今年は厄年鉢 厄)。 体のあちこちに金属疲労が。会社勉めも勤続 16年。勤続疲労か? 少し

は趣味の世界を広げねばと感じ始める今日このごろです。(53年卒 野口恭司)

。大学の方が多忙で申し訳ございませんが、欠席させていただきます。我が家は、長男が生まれて3

ヶ月。。。にぎやかで帰つても忙しいです。(54年卒 井手本 康)

・技術計算 〈有限要素法による構造解析)受話サービスの会社をはじめて、はや 5年が経つてしまい

ました。はじめたときは、ベンチャービジネスの青年実業家 ?な どといわれたこともしばしばだっ

たのに、いまではすっかり零細企業の中年オヤジとなってしまいました。なんか トホホです。私生

活は、相変わらず縁遠 くいまだ独身ですが、結構たのしくやってます。(55年卒 井垣和明)

・昨年3月 に製造現場に異動。目が回る毎日です。こんな状況ですので、残念ながら欠席させていた

だきます。昨年 11月 に会社のバレーボール大会があり、久々に腕にあざを作 りました。 (56年卒

鈴木 章弘)

。ここオランダに来て既に半年が過ぎました。家族も無事合流し何とかやっています。オランダ人は

大きな人が多くてまるでガリバー王国に来てしまったようです。使い物にならない限り数年間は滞

在するかと思います。こちらでも時々バレーボールをレクリエーションとしてや ります。でもたい

した運動量にはなりません。個人的には4月 のロッテルグムマラソンに出ようと練習している所で

す。ことしはオランダ船が初めて日本に来てから400年記念ということで両国をあげて記念行事

が計画されています。私は世界史が苦手でしたのでこちらに来てから知った次第です。皆さん怪我

などしないように試合頑張ってください。(56年卒 天明宏之)

。長男が早くも3歳になり、最近では、随分まともな会話ができるようになりました。ときには、親

をびつくりさせるようなことも言い、子供の成長は早いものだと感心しております。それに比べる

と、社会人を 12年もやつている自分が最近あまり成長していないことを反省させられます。チャ

レンジ精神を忘れぬようにしたいものです。(59年卒 清水誠―)

。今年の4月 から3ヶ月の予定で、カナダのトロントに留学致しますので、申し訳ありませんが開成・
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麻布定期戦と oB総会・記念祝賀会は欠席させて頂きます。 7月 からは3年ぶりに東京から古巣の

千葉に戻つて仕事ができるので、今から楽しみにしております。(59年卒 松本 弘)

・去年から月二回、勤務先の病院でバレーボールを楽しんでいます。汗を流した後のビールは最高で、
やはリスポーツはぃぃですね。対抗戦、今回は欠席致します。(61年卒 松崎弘志)

・ ごぶさたしております。連結決算関係の仕事をしております。会計制度の大変革, さくら銀行との

統合のなど、相変わらず忙しい毎日です。(62年卒 山崎 彰)

・なかなか出席できなくて申し訳ありません。鹿児島に来てはや 1年半。あと2年はいることになり

そうです。 (62年卒 松山 晃)

・4月 22日 に結婚させていただくことになり現在その準備に奔走しております。式には中村先生にも
ご出席頂く予定です。落ち着きましたら是非OB会にも出席させて頂きたいと思つておりますので

宜しくお願い致します。(63年卒 田中泰三)

。あいかわらず、忙しいです。今も、帝王切開、妊娠 23週死産、正常分娩、と3つのことを終えて戻
つてきたとこです。もう寝ます。おやすみなさい。同期のこととしては、もうご存じかもしれませ

んが、横井に,自子が生まれたこと、サミエルがいつのまにか結婚してたこと、泰三が 4月 に結婚す
るらしいこと、ぐらいです。(63年卒 和知敏樹)

。現在国際協力銀行 という政府系銀行に勤務してお り、 7年前に入行してから海外に滞在することが

多く、現在もロンドン支店に勤務 しております。バレー部の集まりも含め、東京での催しにはなか

なか参加することができず、大変ご無ネLを しておりますが、現勤務が終わり東京に戻つた暁には、
なるべく積極的に参カロさせて頂きます。(Hl年卒 山辺 卓)

。今度の6月 に結婚することと相成 りました。仕事の方はまあまあです。 (H4年卒 川村朋哉)

。今年からまた大学に戻りました。研究室ではまだ右も左も分からずうろうろしている感じです。遠

方のため定期戦、祝賀会には残念ながら出席できませんが、盛会をお祈りしております。 (H4年卒

林 和典)

。ごぶさたしております。東京女子医科大泌尿器科に入局し、もうすぐ 1年がたちます。ぼろ雑中の

ようになって働いています。(H4年卒 土岐大介)

。無事に国家試験に合格したら、来年度より宮城県石巻市の石巻赤十字病院にて初期研修を (2～ 3年 )

する事になりました。 (H6年卒 大田英揮)

・ハーバー ド大学大学院での 1学期 目を終え、 2週間前から2学期目がはじまりました。恵まれた環

境のもとで毎 日充実した日々 を過ごしております。今まで毎回のように出席していた定期戦、OB
会に出られないのは非常に残念ですが、官君、楓君を始め若い OBも頑張ってくれているようなの

で、今年も定期戦の勝利は間違いないものと信じています。(H6年卒 今井耕介)

・4月 から法学部の大学院に進学します。その先は未定ですが、ここらで全力で勉強してみようと思
つています。 (H8年卒 川治豊成 )

。最近大学のバレーでがんぼっています。高いレベルでプレーできるので、大変刺激になります。も

うすぐ三年生ですので、教育実習の準備もしなくては、と考えています。高校のコーチのほうもが

んばっています。(H9年卒 宮 利政)

。今年から本郷キャンパスに進みます。バレーボールとは少し遠ざかってしまいそうな気がしますが、

ひまを見つけてやりたいと思います。 (Hlo年卒 川原希彦)
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7会計報告および予算

平成 H年度 収支報告 (平成 11年 4月 1日 ～平成 12年 3月 31日 )

金額科 目 金額科 目

(支出の部)

春夏合宿援助費        100,000円
現役強化費■         147,850円
荒川区試合参加費        37,500円
麻布定期戦費*'         41,970円
幹事会費            8,180円
慶弔費               0円
通信費             102,660円
事務費 (アハ

｀
イト代)       6,000円

文房具費            27,258円
送金手数料           1,920円
会費納入振込用紙代       73,725円
次年度繰越金        3,373,234円

(収入の部)

前年度繰越金         3,464,613円
年会費             421,000円
利息収入            34,684円

合計            3,920,297円 合計            3,920,297円
ホl現役強化費はコーチ補助および トレーニング機器の購入に使用しました。

*2麻布定期戦費は現役が破損した優勝カップの修理代を含んでいます。

平成 12年度 収支予算 (平成 12年 4月 1日 ～平成 13年 3月 31日 )

金額科 目 金額科 目

(支 出の部 )

合宿援助費          120,000円
現役強化費          200,000円
荒川区試合参加費        30,000円
麻布定期戦費          30,000円
幹事会費            10,000円
慶弔費            20,000円
通信費            130,000円
事務費 (ア /77ヽ

゛
イト代)       20,000円

文房具費他雑費         20,000円
名簿発行費          40,000円

(収入の部)

年会費   .         620,000円

合計             620.000円 合計              620,000円

8平成 12年度役員案

顧間  中村 博次 先生

栗原  弘 先生

奥山 茂樹 先生

名誉顧間 岩谷 昭史 先生

伊藤 清一 先生

相談役  吉村  功 (26卒 )

進藤 定夫 (30卒 )

石束晃― (,4卒 )

安井 高FJl(37卒
)

佐藤  勇 (40卒 )

片野 昭秀  (44卒 )

矢澤 俊彦  (48卒 )

市村 幹司郎 (50卒 )

関  茂和  (54卒 )

増田 修久 (59卒 )

横井 宏治  (63卒 )

熊谷 達範  (54卒 )

関 茂和  (54卒 )

冨部 直希 (43卒 )

今井 耕介 (H6卒 )

鈴木  周 (H8卒 )

藤野 真史 (Hll卒 )

田沢  優 (H9卒 )

河津 大樹 (Hll卒 )

楓 淳一郎 (Hll卒 )

川原 尊徳 (H12卒 )

松尾 佑樹 (H12卒 )

会長

副会長

幹事長

副幹事長

会計幹事

監査幹事

総務幹事

oBチーム■将

高校コーチ

中学コーチ
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年度幹事

24年～27年

29年～30年

31年～32年

34年

35年

36年

37年

384F

39佐F

404F

41年

42年

43年

44年

吉村  功 (26卒 )

進藤 定夫 (30卒 )

明渡 久和 (31卒 )

石東 晃一

平松 久和

三崎 哲郎

安井 高lll

山本 純一

鈴木 康之

佐藤  勇

西山 祐二

片野 清昭

結城 教仁

片野 昭秀

小ノ 宗男

西村  隆

松田 信彦

矢澤 俊彦

高塚 義弘

松下 和正

上野 雅資

老川 功明

野口 恭司

関  茂和

高浪 孝勝

中村 智博

藤森 光章

清水 誠一

草野 昌行

津野 泰明

奈村 太久馬

和知 敏樹

小木曽和宏

和里田 聴

神波 泰夫

古野 徳一

今井 耕介

加藤 和哉

鈴木  周

市原 将樹

川原 希彦

楓 淳一郎

川原 尊徳

45左F

46左
「

47年

48年

49年

50年

51年

524F

534「

544F

55左F

564F

58年

59年

60年

61年

62をF

63をF

Hl年

I12年

H4年

H5年

H6年

H7年

H8年

H咋
H10年

HH年
H12年

9会費納入のお願い

易役の支援および会員の交流を柱 とする OB会の運営は oB諸兄の会費で成 り立っています。最近の

現役の好成績も OBの皆様の陰ながらのご支援があつてのことと思われます。年会費は社会人 4,000円 、

学生 3,000円 です。5年分 として 20,000円 まとめて納入頂けると幸いです。平成 12年度の会費が納入

済みの方には納入状況をお知 らせする紙を同封 しております。平成 12年度の会費が未納の方には振込

用紙を同封 してお ります。郵便局、銀行 どちらからでも振 り込みができますが、郵便局にて振 り込み

の場合、手数料はかか りません (OB会負担)。 なお会費納入にもかかわらず、振込用紙同封の行き違

いがありましたらご容赦願います。

振込先 : 郵便局 口層蜃1野号 :00100‐ 0‐50926

あるいは

第一勧業銀行 下谷支店  日座番号 :1041691

日座名 :開成学園排球部 OB会

日座名 :開成学園排球部 OB会

10幹事からのお知らせ

31年卒カロ藤 さんからご寄付をいただき、記念祝賀会の費用の一部 として使わせていただきました。

この場をお借 りして御ネL申 し上げます。

会計報告をご覧の通 り、今年も繰越金が減 り実質赤字です。平成 12年度は会報を発行するためさら

に支出が増えます。会費納入を重ねてお願い申し上げます。

開成学園排球部OB会 会報 19号

発行  平成 12年8月

発行者 開成学園排球部OB会

作成・編集

関(54卒 )、 増田(59卒 )、 田沢(H9卒 )

宮(H9卒 )、 金 (H10卒 )、 楓 (HH卒 )
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