
ご挨拶 会長 前田　茂春 （77期）

謹啓

　日頃よりOB会活動にご理解とご協力を賜り、厚くお礼を申し上げます。

今年度は、2月15日（土）に開催したOB総会の直後あたりから、新型コロナウイルス感染の拡がりが、

各地で確認されて、日本のみならず世界各国で感染者や犠牲者が出てしまいました。

経済活動や人々の移動も自粛を余儀なくされて、多くの人々が不自由な生活を強いられ、不安な

気持ちで日々を送られたことと存じます。。

「コロナウイルス禍」で悪影響や被害にあわれた皆様には、心からお見舞いを申し上げます。

　また、7月に入ってからは九州各県や日本の各地で豪雨の影響で河川の氾濫や土砂災害が

発生しております。

被災地の皆様には心からお見舞いを申し上げます、とともに一日も早い復旧をお祈り申し上げます。

　現役諸君は卒業式や入学式という、節目の諸行事も中止となり、新入部員勧誘もままならずに、

部員はコーチからの指示を受けての個人練習を続けてきましたが、ようやく7月からは田尻の

グリーンフィールドで部全体を二つに分けて、時間をずらしての練習を再開しております。

今後は、九州ラグビー協会や大学の方針に沿った感染防止に配慮しつつ、練習を続けて秋の

シーズンに臨みます。

この間OB会も、どのような活動ができるかを、大学側や横尾部長はじめコーチの皆さんと連携を

とりながら現役支援にあたる所存ですが、コロナウイルスという今年度の特殊事情による支出等の

不確定要素が多々あります。

　つきましては、別紙にて「OB会年会費・強化費の納入状況」(6月末日現在）を、ご報告いたしますので

OB・OGの皆様には諸事情をご高察のうえ、例年以上のご支援・ご協力を、賜りますようお願い

申し上げます。

末筆ですがOB・OGの皆様のご健勝を心よりお祈り申し上げます。

謹白

■ 報告事項

ラグビー協会より練習再開にあたっては、コロナウイルス感染防止のため選手の体調事前確認や

手指消毒と用具の消毒を、徹底しなければならない旨の通達に沿って、急遽OB会より消毒液と

非接触型体温計を購入のうえ差し入れいたしました。

今後も必要に応じて消毒液を補充差し入れ予定です。

なお、春シーズンに予定されていた練習試合等はすべて中止となりました。
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■ 新入部員のご紹介

柴山　慎太郎 東福岡高校 FB・WTB 170/68

梅嵜　正永 東福岡高校 WTB 166/62

伊藤　大進 筑紫高校 FL 173/73

上原　義徳 筑紫台高校 FL・WTB 160/59

脇谷　英知 大分舞鶴高校 HO・LO 175/100

半澤　宏樹 大分舞鶴高校 SH・WTB 172/76

■ 現役の今後の予定

*夏合宿

8月21日（金）～8月23日（日田尻GF コロナウイルスの感染状況により変更あり

*秋季リーグ戦予定

９月１２日（土） 対福岡大学 （福岡）

９月１９日（土） 対九州共立大学 （福岡）

１０月３日（土） 対日本文理大学 （大分）

１０月１０日（土） 対福岡工業大学 （福岡）

１０月２４日（土） 対九州大学 （福岡）

１１月１日（日） 対鹿児島大学 （鹿児島）

１１月１４日（土） 対志學館大学 （鹿児島）

12月6日（日） 入替戦 （未定）

※上記は、3月時点での予定ですが変更の可能性大です。変更はHP等で随時連絡します。

*壮行会

コロナウイルス感染防止の観点と、前記の秋季リーグ戦の日程及びレギュレーションが不確定

につき、今回の「壮行会」は実施いたしません。

■ トピック

OBの大田　伸二さん（87期）のW杯でのスコットランドをキャンプ地として長崎に招致の際の

活躍ぶりが、ベースボール・マガジン社刊、徳増　浩司氏著「君たちは　何を　めざすのか」

（131頁あたり）で紹介されています是非、お読みください。

■ OB会年会費・強化費の納入のお願い（未納入の方へ）

コロナウイルスの影響で、予定外の支出が増加しております。OB会年会費・強化費の納入を

切にお願いします。特に、00期以降のOB・OG各位にはご自覚とご協力を重ねてお願いします。

（年会費は5,000円，強化費は5,000円ですが、せめて年会費だけでも納入願います。）

２０２０年度ＯＢ会費・強化費振込み先　

　郵便局（同封の振込用紙を利用） 　銀行

　口座記号 口座番号 　福岡銀行　博多支店

　01790 - 6 -75336

　加入者名 　普通口座　１６５４６４７

　西南大ラグビーＯＢ会　特別強化基金 　西南大ラグビー部　ＯＢ会　会計　黒木　弘

連絡先 090-2394-3565（渡辺） tw10423@yahoo.co.jp

13:00

13:00

未定

16:00

15:00

15:00

13:00

15:00



２０２０年度　年会費入金状況(６月３０日現在)　
入金者合計　10７人（入金額合計　５３５，０００円） 予算（８５０，０００円　１７０人）　　前年（８２０，０００円　１６４人）

黒字→振込入金者　５２人（※→前年未入金４人） 　 赤字→前年入金者で今年未入金（口座振替除く）
緑字→口座振替者 　　５５人（前年５２人）　

期 会員数入金者数

60期以前 １人 (54)岡本信弘 (59)臼井徳義

61期 ４ １人 竹若  晴喜

62 ７ ２人 江村  紀昭 乙藤  啓次 山根映一郎

63 ７ ２人 松嵜  榮次 ※花田　宣夫 豊田  次朗

64 ３ 1人 藤原    稔

65 ８ 2人 長野  輝夫 末石 光栄 神山    隆 松下  顕成 中村  陽一

66 ５ 2人 伊達  成昭 ※石井　一雄

67 ５ 1人 大江  健志 黒小  恒美

68 ５ 2人 下寺  達夫 上田  幸造

69 ６ 2人 薄    善行 中田    豊 谷川  清博

70 ７ 1人 ※藤井　丞 矢野  賢次 都地  哲雄

５７ 計（1７人）

71期 ５ ３人 住吉    満 築地  賢三 田原  利章 中原 英介 種子田  忠博

72 ６ ０人 石原    隆

73 ７ ３人 衣笠  勝人 土屋    剛 坂上 三千人

74 ８ ４人 渡辺  俊文 田中    学 窪田  輝樹 蒲原　文雄

75 ２ １人 伊藤  興次

76 ６ １人 松村　史朗  安部  昌孝

77 ８ ４人 前田  茂春 古野  雅一 呉林　功 後藤  和徳 吉居  俊行

78 ７ ０人 房前　武男 淡路屋  一郎 加藤 英生

79 ９ ５人 田中  龍美 赤瀬  優嗣 竹内　明也 山下  和彦 福岡　和隆

80 ６ 0人 長尾　武彦

６４ 計（２１人）

81期 ５ ２人 安河内  健治 宮原  信介

82 ３ １人 阿部  信広

83 ９ ２人 杉本  健次 徳永  浩久 永田  哲也

84 ７ ４人 山下  修一 木村    勝 門田  明寛 今村 克浩 氏原　武裕

85 ５ ３人 中村  淳治 富澤    紳 加藤  剛彦 鳥飼  仁志

86 １０ ６人 古屋  龍介 石橋　章 江上  佳文 堀家  憲一郎 ※石倉  俊幸 ※山下 麻由美福地  鋭朗

伊藤    仁 岡崎  泰司 太田  伸二 吉木    豊 梶谷 勝昭 大本  義郎 高木　和彦

阿部    智

88 １０ ２人 田口  洋二 高山  有朋 寺下 裕章 飯干    成 下川  航司

89 １５ ３人 因幡  敏幸 田中 英治 草野 憲二郎 国分　慎司 原田  佳典 平井 正明

90 １４ 2人 堺    幸高 古田  雅一 金堂円一郎 堀川　貴広 迫畑 真一 渕上　顕

８８ 計（２９人）

91期 １４ ４人 高木  博晴 田中 正二郎 中村  宗正 坂田 俊明 久保 安秀 古森　正則

92 １２ １人 末岡  雄一郎 樋口　稔 大曲　健司

93 ９ ２人 吉松 保穂 黒木    弘  田原  秋裕 江田  英治 小林  伸文

94 １５ ６人 吉武　隆浩 古川 隣太郎 澤田    覚 大曲 史朗 安東  慎次 森田　洋輔 宮崎  円

松本  義文 大定  良平 江口 智彦 宇佐見 正剛 古賀健太郎 重松  伸幸 溝上　靖浩

本条  克俊 岡本  英樹 吉地 俊郎

96 ９ ２人 目原  哲哉 川原田  和久 安恒 忠紀

97 １４ ３人 古賀  義治 北芝  祐治 小早川  輝成 唯岡　千佳 吉冨  達昌

98 ７ ３人 許山  忠寛 笹栗　周作 浅井  修史 吉田　和彦

99 ７ １人 長野  充祥 林田　知起 綾部城久

00 １１ ０人

１１０ 計（３１人）

01期 １２ ２人 稲垣 雄介 石橋  梨恵

02 ７ ０人

03 １０ ０人

04 ７ ０人 末岡　賢一郎

05 ５ ０人 三角　愛

06 ４ ０人

07 ６ ２人 松田　雄一 伊藤 元気

08 ６ １人 茶木　喬

09 ７ ０人

10 ７ ０人 出田　雄大

７１ 計（５人）

11期 ０人

12 1人 長島　彰紀 田中　敬太 石川陽二郎

13 ０人

14 ０人

15 ０人

16 ０人

17 ０人

18 ０人

19 3人 渡辺　道隆 庄島　沙紀 野崎　由莉奈 宇都宮　弓郁 小林　雅 鈴木　祐樹

20 ０人

計（４人）

合計 （１０７人）

ＯＢ、ＯＧ　ご氏名

87

95

４人

９人

１０

１２



２０２０年度　強化費入金状況(６月３０日現在)
入金者合計　８５人（入金額合計　４８３，０００円）　 予算（１６０人 ８００，０００円） 前年（１２９人 ８００，０００円）

黒字→振込入金者（４０人 ２５８，０００円） （内※印→前年に入金のなかった方　５人）

緑字→口座振替者（４５人 ２２５，００００円）（前年　３９人 ２１５，０００円）

赤字→前年入金者で今年未入金
期 入金者数

60期以前 ２人 横尾　亘 (54)岡本 信弘 (59)臼井 徳義
61期 １人 竹若　晴喜
62 １人 江村  紀昭 山根映一郎
63 ２人 松嵜　榮次 ※花田　宣夫 豊田  次朗
64 １人 藤原    稔
65 ２人 長野  輝夫 末石 光栄 中村 陽一 松下 顕成
66 １人 ※石井　一雄 伊達  成昭
67 １人 大江  健志 黒小  恒美
68 ０人 上田　幸造　
69 ２人 中田    豊 薄    善行 谷川  清博
70 １人 ※藤井　丞 都地  哲雄

計（１４人）
71期 ３人 住吉    満 築地  賢三 田原  利章 中原 英介 種子田  忠博
72 ０人 石原    隆
73 ３人 衣笠  勝人 土屋    剛 坂上  三千人
74 ３人 田中   学 渡辺  俊文 窪田  輝樹
75 １人 伊藤  興次
76 １人 松村 史朗 安部  昌孝  
77 ４人 前田  茂春 古野  雅一 呉林　功 後藤  和徳 吉居 俊行
78 ０人 房前　武男 淡路屋　一郎 加藤 英生
79 ２人 田中  龍美 福岡　和隆
80 ０人 長尾　武彦

計（１７人）
81期 ２人 安河内　健治 宮原  信介
82 １人 阿部  信広
83 ０人 永田  哲也
84 ４人 山下 修一 木村　勝 門田  明寛 今村 克浩 氏原　武裕
85 ２人 中村　淳治 富澤　紳 鳥飼  仁志
86 ６人 堀家 憲一郎 石橋 章 古屋　龍介 石倉 俊幸 江上  佳文 ※山下 麻由美福地  鋭朗

太田 伸二 岡崎　泰司 伊藤 仁 吉木　豊 梶谷 勝昭 高木　和彦 大本  義郎
阿部　智

88 １人 高山  有朋 寺下 裕章 飯干　成 下川  航司
因幡  敏幸 草野　憲二郎 田中 英治 国分　慎司 原田  佳典 平井 正明

90 ２人 堺    幸高 古田  雅一 金堂　円一郎 迫畑 真一 渕上　顕
計（２５人）

91期 ４人 高木  博晴 田中正二郎 中村  宗正 坂田 俊明 古森正則 久保　安秀
92 １人 末岡雄一郎 樋口　稔 大曲  健司
93 ２人 吉松 保穂 黒木    弘  田原  秋裕 江田  英治 小林　伸文
94 ５人 吉武　隆浩 古川　隣太郎 大曲  史朗 澤田　覚 森田　洋輔 宮崎  円

松本  義文 宇佐見 正剛 大定  良平 古賀　健太郎 本条 克俊 吉地 俊郎 岡本  英樹

96 ２人 目原  哲哉 川原田  和久 安恒 忠紀
97 ３人 古賀 義治 北芝　祐治 小早川  輝成 唯岡　千佳 吉冨  達昌
98 ２人 笹栗　周作 浅井  修史 吉田　和彦
99 １人 長野  充祥 綾部城久
00 ０人

計（２５人）
01期 ０人
02 ０人
03 ０人
04 ０人 末岡　賢一郎
05 ０人
06 １人 ※黒川　愛美
07 １人 松田　雄一
08 １人 茶木　喬
09 ０人
10 ０人  

計（３人）
11期 ０人
12 ０人 田中　敬太
13 ０人
14 ０人
15 ０人
16 ０人
17 ０人
18 ０人
19 １人 渡辺　道隆
20 ０人

計（１人）
合計 （８５人）

５人95

ＯＢ、ＯＧ　ご氏名

87

89

４人

３人



2019.2.16

2020.7.30

広報「玄海の波」発送

監督・コーチ懇談会

第１回幹事会開催

総会資料確認

２月上旬
2月15日　令和２年

２月中旬 　OB総会・懇親会

　　　・現役結果報告

　　　・活動報告、活動計画

　　　・会計報告（監査報告）・予算案

　　　・その他

ウェルカムセミナーＰＲ

　　※指定校推薦者入部促進

　新入部員見込み者田尻見学－予定

6月19日
学生に対する経済支援に

主務 ついて(願い)
副務　 ※ラグビー部ネクタイ100本作成 「緊急支援特別奨学金」

※高校ラグビー部あて入試資料郵送 「西南学院大学
　　サポーターズ募金」案内

7月1日 7月7日
2班に分け練習スタート！ OB役員会開催 ※7月3日　

　今後の活動方針確認 　　　大学同窓会総会　中止
※7月5日 7月20日以降
ラグビー協会理事会による公式戦 　・アルコール消毒液20L
日程会議予定 　・非接触体温計　6個　各支援

8月3日 大学再開予定 ・2020年度部員名簿掲載
　　　　　　　　48名(内M7名)

8月21日
8月22～23 8月21日～２３日練習に

　　　　　　　　　　　差し入れ予定

10月10日　3時～

10月17日　1時～ ※コロナ禍の状況により変更になる可能性があります。

10月24日 2020年7月30日現在のスケジュールです
　　12時30分～

11月7日

11月14日

実　績 実　績大学スケジュール・その他現役スケジュール ＯＢ会スケジュール

８月

７月

8月25日幹事会予定

９月

１０月

１１月

１２月

週or日

２月

３月

４月

５月

６月

結果次第決定

結果次第決定

対　鹿児島大学戦

対　日本文理大学戦

対　福岡大学戦

　　後期スタート予定
9月14日

2部練習(合宿に替え) 差し入れ 　
午前練習

・コロナ対策確認 　・学生支援策　検討 7月22日
リモート授業等へ再変更

・新入部員入部 OB役員会開催予定

・練習メニュー確認 　　・サポーターズ募金

BKリーダー

・練習再開 7月7日

高校ラグビー監督宛｢入試資

FWリーダー 会費・強化費納入状況確認

主将　

副将　 大学同窓会総会-予定

新体制(2020.1月決定予定 第３回幹事会　(予定)

5月27日

※ラグビー協会安全講習会 費、強化費自働引き落とし

新入部員歓迎会(予定) 同窓会・連絡会

　ＧＷ合宿　(予定) 五役会-予定
学院創立記念式典

中止

※体育会ＯＢＯＧ会議-予
体育会総会

新入部員勧誘期間 　・新入部員勧誘活動進捗確 　　　　　オリエンテーション
　・会費、強化費納入状況確認

　・今後のスケジュール確認 ※同窓会会議-予定

中止 第２回幹事会　　(予定) 　入学式　４月1日（月）

西南高校合同練習

卒業式 第1回会報発送

ＯＢ戦･卒業生追い出し 　　活動方針具体的内容確認 国公立発表　各高校先生に確

西南高校合同練習 ウェルカムセミナー

五役会－予定 ３月中旬
大学クラブ補助金申込締切（ 　　ＯＢ総会反省、体制確認

（シーズンのスケジュール案、春の練習試合） 　　入部見込み者事前確認活

※主務会議

　　　レセプションホール
九州ラグビー協会スケジュ 令和２年度　ＯＢ総会・懇 特別推薦制度合格者確認

春季練習開始（後期試 ２月１５日(土)西南プラザ 入試　合格発表　

第１回幹事会開催
後期試験期間（各自　自 　活動報告、計画（案）。収支報告、予算（案）検討

　※　２０１９年度現役結果（Ⅰ部

個人、ユニット練習期間 大学体育会監督・コーチ懇

２０２０年度　西南学院大学ラグビー部 ＯＢ会活動計画・実績

オフシーズン 広報「玄海の波」発行（１２月実施 後期試験　

体育会送別会・懇親会 　※２０２０年度ＯＢ総会の御案内 高校新人戦福岡　

月

１月

実　績

新型コロナウイルス禍による活動停止

0B会は各種の役員会、幹事会等を自粛いたしました。

学生諸君は大学も全面的に自粛体制を取り、クラブ活動

並びに、大学諸施設の使用を禁止いたしました。

2020.5.30. 日本ラグビーフットボール協会 発

ラグビートレーニング再開のガイドライン

１.活動再開が選手、選手の家族、関係者、地域社会における感染拡大につながらな

いこと。

2.活動再開が地域社会のCOVID‐19対応資源に負担をかけるものでないこと

3.ラグビーの価値を大切にした活動を実施していくこと。

4.COVD‐19対応を含め、「安全」が 重要事項であることをプレーヤーだけでなく関係




