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稲⾨バレーボール倶楽部 会⻑挨拶 
 「会 ⻑ 挨 拶」 
  
                        稲⾨バレーボール倶楽部 
                        会⻑ ⾦川 裕⼀(昭和 57 卒) 
  
 ⽇ごろは当倶楽部の活動にご⽀援、ご協⼒賜り誠にありがとうございます. 
昨年度は早稲⽥⼤学バレーボール部は 1 年を通して素晴らしい成果を収め 
てくれました。特に男⼦部は全⽇本インカレを始め学⽣のすべてのタイトル 
を制覇する偉業を成し遂げてくれました。全⼤学が打倒早稲⽥を掲げるほど 
の⽬標となるチームに成⻑してくれたことを会員の皆様とともに喜びたいと 
思います。今年度は男⼥ともに有望新⼈が⼊学、⼊部しますので、ますます 
楽しみは増してきます。 
 その⼀⽅で現役選⼿たちの⽬覚しい活躍を継続的に⽀援していくためには 
 活動費をどのように確保していくかということが⼤きな課題となります。 
地⽅での試合、合宿、遠征、体のケアなどチームが強くなればなるほど活動 
の範囲も幅も広がり、かかる活動費は増すこととなるため、稲⾨倶楽部とし 
てどのように⽀援を⾏っていくかが⼤きな課題となります。現在、稲⾨会費 
の回収率は残念ながら 50%にも満たず、⼤半を現役⽀援にまわしていますが 
不⾜している状況です。昨年末より⼀部の会員の皆様には直接会費納⼊の連 
絡をさせていただき、快諾の上、お振込みいただきましたし、さらに新年度 
は⾃動振込みや携帯電話の⽉額料⾦徴収に相乗りするなどを推進していきた 



いと考えております。また、本学バレー部への指定寄付⾦の促進も図ってい 
きます。 
 新年度の当倶楽部の幹事も会費徴収活動については最重要課題と認識して 
取り組みますが、広報やイベント活動なども含めて幹事の⼤半が現役の社会 
⼈として⾃らの空いた時間でのボランティア的な活動になるため、皆様のご 
期待ならびにご希望にすべて応えられないケースが出てくるか思います。 
相互信頼相互理解の下に会員各位におかれましては現役の応援を始め、引き 
続き当倶楽部の活動にご⽀援を賜りますことをお願い申し上げます。 
 最後に、昨年度まで約 10 年にわたって本学バレーボール部部⻑を努めてい 
ただきました上村先⽣が退任され、法学部の上野先⽣が新たに就任されます。 
上村先⽣には⼤変厳しい時代から継続してご⽀援いただき、この場をお借り 
し改めて感謝申し上げます。これまでの部⻑先⽣の中で⼀番優勝し胴上げさ 
れた最⾼に「持っている」⽅でした。退任後も当倶楽部の顧問として引き続 
き関わっていただく予定です。新任の上野先⽣はまだ 50 歳前ですので、今後 
⻑いお付き合いになると思いますので、会員の皆様におかれましても積極的 
に交流を深めて貰えればと思います。 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
□【１】２０１９年稲⾨バレーボール倶楽部総会開催 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
３⽉９⽇(⼟)の 10 時より 2019 年稲⾨バレーボール倶楽部総会がリーガロイ 
ヤルホテル東京で開催され、議題は原案どおり承認されました。 
開催に先⽴ち 2018 年中にご逝去された先輩⽅々に⼼からの哀悼の意を表し 
黙とうを捧げました。逝去された先輩⽅々は以下の通りです。 
また総会終了後、同ホテルにて男⼦バレーボール部優勝祝賀会も開催され 
ました。 
2018 年中に亡くなられた先輩の⽅々 
太⽥ 泰次さん（S19 年卒） 2018 年 4 ⽉ 30 ⽇ ご逝去 
⽥⼝ 正⼈さん（S50 年卒） 2018 年 4 ⽉ 30 ⽇ ご逝去 
議 題：2018 年  活動報告（総務委員会/指導委員会） 
2018 年度 会計報告（⼀般/特別/現役⽀援基⾦の各会計） 
2019 年度 監査報告 
規約改訂 
推薦会員の承認 
2019 年  役員⼈事 
2019 年  活動計画（総務委員会/指導委員会） 
2019 年度 ⼀般会計予算 



2019 年  新⼊会員紹介および現役新体制報告 
その他 
出席者：上村部⻑、上野次期部⻑、佐藤(S35)、関⼭(S37)、福⽥(S44)、 
仙北⾕(S44)、遠藤(S46)、倉橋(S48)、鈴⽊(S49)、倉持(S54)、⾦川(S57)、 
⼤野(S57)、⼩野瀬(S60)、吉井(S61)、船曳(S61)、三浦(S62)、塚本(S63)、 
松井(H3)、中島(H3)、⾺場(H8)、⼭川(H9)、宮下(H14)、藤中(H31)、 
⼩林(H31)、鵜野(S31)、中野(S31)、前⽥(S31)、宮下(H31)、熊野(S31)、 
正本(H31)、⾚枝(H31)、今⽥(S31)、加藤(S54)、皆川(S56)、藤本(H6)、 
江澤(H11)、森[佳](H31)、宮⽥(H31)、森[昌](H31)、佐久間(H31) 
※なお総会資料につきましては、ファイル容量が⼤きく添付して送信する 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
□【2】春季リーグ戦（男⼦１部/⼥⼦２部）⽇程 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
２０１９年度春季関東⼤学男⼥ 1 部バレーボールリーグ戦の⽇程および対戦 
相⼿は以下の通りです。 
【男⼦１部】 
4/ 6(⼟) B コート第 3 試合 専修⼤   ⽇体⼤健志台⽶本体育館 
4/ 7(⽇) A コート第 2 試合 慶應義塾⼤ ⽇体⼤健志台⽶本体育館 
4/13(⼟) A コート第 2 試合 東京学芸⼤ 東海⼤湘南キャンパス体育館 
4/14(⽇) A コート第 1 試合 駒澤⼤   東海⼤湘南キャンパス体育館 
4/20(⼟) A コート第 3 試合 ⽇本⼤   順⼤さくらキャンパス他 
4/21(⽇) A コート第 3 試合 順天堂⼤  順⼤さくらキャンパス他 
4/27(⼟) B コート第 1 試合 中央⼤   キッコーマンアリーナ 
4/28(⽇) B コート第 2 試合 東海⼤   キッコーマンアリーナ 
5/11(⼟) B コート第 1 試合 明治⼤    ⼩⽥原アリーナ 
5/12(⽇) A コート第 1 試合 筑波⼤   ⼩⽥原アリーナ 
5/18(⼟) A コート第 3 試合 ⽇本体育⼤ 浦安総合体育館 
 ※第⼀試合開始時刻 11:00〜 
※4/20(⼟)・21(⽇)は 2 会場に分かれての開催 
【⼥⼦２部】 
4/13(⼟) A コート第 1 試合 国際武道⼤ ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
4/14(⽇) B コート第 2 試合 神奈川⼤  ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
4/20(⼟) B コート第 1 試合 武蔵短期⼤ ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
4/21(⽇) A コート第 2 試合 宇都宮⼤ ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
4/27(⼟) A コート第 1 試合 江⼾川⼤  ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
4/28(⽇) B コート第 2 試合 敬愛⼤  ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 



5/11(⼟) A コート第 1 試合 ⼤東⽂化⼤ ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
5/12(⽇)  対戦相⼿未定  ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
5/18(⼟)  対戦相⼿未定   ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
5/19(⽇)  対戦相⼿未定   ⼤東⼤東松⼭キャンパス体育館 
※第⼀試合開始時刻 11:00〜 
5/25(⼟) ⼊替戦 時刻：未定/会場：1 部 2 部間は駒澤⼤学体育館 
なお今後変更等が発⽣することがありますので、他⼤学の組合せ等を含め、 
詳細については関東学連のホームページをご参照ください。 
（http://kanto.volleyball-u.com/） 
2019 年男⼦メンバー 
1．堀江 友裕/ほりえ ともひろ/スポーツ科・スポーツ科/４年/183cm /325cm/リベロ/菟
⽥野中→開智⾼ 
2．武藤 鉄也/むとう てつや/スポーツ科・スポーツ科/４年/189cm /330cm/センター ラ
イト/サレジオ中→東亜学園⾼ 
3．宇野 耕平/うの こうへい/スポーツ科・スポーツ科/４年/183cm/320cm/サイド/神⼾
中→星城⾼ 
4．村本 涼平/むらもと りょうへい/法/４年/181cm /315cm/リベロ/光野中→洛南⾼ 
5．吉⽥ 伸/よしだ しん/スポーツ科・スポーツ科/４年/179cm/305cm/アナリスト/千歳
中→調布南⾼ 
6．寺⽯ 周防/てらいし すおう/政治経済・経済/４年/174 cm /313cm/サイド/岸中→早
稲⽥本庄⾼ 
7．村⼭ 豪/むらやま ごう/スポーツ科・スポーツ科/３年/191 ㎝/330 ㎝/センター/駿台
学園中→駿台学園⾼ 
8．宮浦 健⼈/みやうら けんと/スポーツ科・スポーツ科/３年/189 ㎝/338 ㎝/ライト/鎮
⻄中→鎮⻄⾼ 
9．杉原 紘平/すぎはら こうへい/先進理⼯・応⽤化学科/３年/187 ㎝/330 ㎝/センター/
佐野中→⼟浦⽇⼤⾼ 
10．中村 駿介/なかむら しゅんすけ/スポーツ科・スポーツ科/３年/186 ㎝/327 ㎝/セッ
ター/枚⽅第⼆中→⼤塚⾼ 
11 ． 上 條  レ イ モ ン ド / か み じ ょ う  れ い も ん ど / ス ポ ー ツ 科 ・ ス ポ ー ツ 科 / ２ 年
/195cm/340cm/センター/⾅井南中→習志野⾼ 
12．平⽥ 康隆/ひらた やすたか/スポーツ科・スポーツ科/２年/192cm/340cm/サイド/
⽊脇中→⽇南振徳⾼ 
13．鈴⽊ 隆⼈/すずき りゅうと/社会科/２年/180cm/300cm/サイド/早稲⽥中→⾼ 
14.仲濱 陽介/なかはま ようすけ/スポーツ科・スポーツ科/２年/177cm/320cm/セッタ
ー/⻯海中→星城⾼ 



15.北川 諒/きたがわ りょう/教育・複合⽂化学科/２年/175cm/315 ㎝/サイド/渕江中→
早稲⽥実業⾼ 
16.吉⽥ 悠眞/よしだ ゆうま/スポーツ科・スポーツ科/２年/176cm/325cm/サイド、リベ
ロ/皇⼦⼭中→洛南⾼ 
17.秋間 直⼈/あきま なおと/スポーツ科・スポーツ科/1 年/200cm/335cm/センター/滝
ノ⽔中→桜台⾼ 
18.⼤塚 達宣/おおつか たつのり/スポーツ科・スポーツ科/1 年/194cm/340cm/レフト/
中宮中→洛南⾼ 
19.岩本 ⼤吾/いわもと だいご/スポーツ科・スポーツ科/1 年/191cm/340cm/センター/
⼩園中→市⽴尼崎⾼ 
20. 重藤 トビアス赳/ しげとう とびあすたけし/ スポーツ科・スポーツ科/1 年
/190cm/330cm/レフト/藤嶺学園中→荏⽥⾼ 
21.中島 明良/なかしま あきら/法/1 年/188cm/330cm/センター/光野中→洛南⾼ 
22.芳賀 雄治/はが ゆうじ/商/1 年/180cm/320cm/レフト/陵東中→⼭形南⾼ 
23.佐藤 玲/さとう れい/社会科/1 年/175cm/315cm/セッター/サレジオ中→早稲⽥実⾼ 
藤井 絵梨/ふじい えり/⼈間科・健康福祉科学科/3 年/168cm/アナリスト/所沢中→所沢
⾼ 
神野 遥⾹/こうの はるか/⼈間科・健康福祉科学科/2 年/154 ㎝/アナリスト/松⼭⻄中→
松⼭南⾼ 
⼩室 ⿇由/こむろ まゆ/政治経済・政治/１年/アナリスト/岡部中→早稲⽥本庄⾼ 
2019 年⼥⼦メンバー 
1. 富澤 結花／とみざわ ゆか／スポーツ科・スポーツ科／4 年／サイド／⽂京学院⼤学⼥
中→⽂京学院⼤学⼥⼦⾼ 
2. 飯⽥ 友美／いいだともみ／商／4 年／リベロ／岡⾕北部中→諏訪清陵⾼ 
3. 利根川 智緩／とねがわ ちひろ／スポーツ科・スポーツ科／4 年／セッター／芳野中→
星野⾼ 
4. 村⼭ 果菜／むらやま かな／教育・社会科／3 年／サイド／上祖師⾕中→国際⾼ 
5. 吉内 ⽂／よしうち あや／スポーツ科・スポーツ科／3 年／ライト／⼭⼝⼤学教育学部
附属⼭⼝中→⼭⼝⾼ 
6. 植松 知⾥／うえまつ ちさと／⽂化構想・⽂化構想／3 年／セッター／勝賀中→⾼松第
⼀⾼ 
7. 井上 裕利恵／いのうえ ゆりえ／スポーツ科・スポーツ科／3 年／リベロ／就実中→就
実⾼ 
8. 河治 えみり／かわじ えみり／社会科・社会科／3 年／リベロ／東川中→旭川実業⾼ 
9. 池⽥ 華／いけだ はな／社会科・社会科／3 年／レシーバー／Yongsan International 
School of Seoul→Yongsan International School of Seoul 



10. 梨本 未央／なしもと みお／社会科・社会科／3 年／レシーバー／千歳中→駒場⾼ 
11. 齋藤 友⾥／さいとう ゆり／社会科・社会科／2 年／センター／松⼾市⽴第四中→敬愛
学園⾼ 
12. 橋本 美久／はしもと みく／社会科・社会科／2 年／セッター／⼤槻中→郡⼭⼥⼦⼤附
属⾼ 
13. 中澤 恵/なかざわ めぐみ/スポーツ科・スポーツ科/1 年/サイド/裾花中→⾦蘭会⾼ 
14. ⼭下 ⽇和/やました ひより/社会科・社会科/1 年/センター/⽟造中→市⽴船橋⾼ 
15. 佐藤 樹/さとう いつき/スポーツ科・スポーツ科/1 年/ライト/奥沢中→⻘⼭⾼ 
⾼⽊ 万莉⼦／たかき まりこ／政治経済・政治／3 年／マネージャー／東洋英和⼥学院中→
東洋英和⼥学院⾼ 
⾕内尾 諒／やちお りょう／スポーツ科・スポーツ科／2 年／トレーナー／垂⽔中→国際⾼ 
吉澤 唯／よしざわ ゆい／スポーツ科・スポーツ科／2 年／トレーナー／荏原平塚学園→三
⽥⾼ 
坂内歩美／ばんない あゆみ／政治経済・経済／1 年／／鴻巣北中→早稲⽥本庄⾼ 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
□【３】会費納⼊状況（前回掲載分〜2019/3/25 確認済分 
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
稲⾨通信にて配信済（個⼈情報を含むため⾮掲載） 
［稲⾨会費振込先］ 
        
【男⼦】 
        
りそな銀⾏ 早稲⽥⽀店 (普) 0810772「稲⾨バレーボール倶楽部」 
        
郵便振込⼝座    00150-0-540253「稲⾨バレーボール倶楽部」 
        
【⼥⼦】 
        
みずほ銀⾏ 新浦安⽀店 (普) 1720192「クガナツコ」 
        
郵便振込⼝座   00140-1-396586「稲⾨バレーボール倶楽部⼥⼦部」 
        
会費は年額 12,000 円[男⼦]／8,000 円[⼥⼦]となっており、納⼊は上記の 
        
⼝座への振込の他、⼝座引落も可能です。ご希望の⽅は⽊下宛にご連絡ください。 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 



  男⼦ 連絡先 waseda.mens.volleyball.team@gmail.com 
    ブログ http://ameblo.jp/wasedamensvolleyballclub/ 
  ⼥⼦ 連絡先 waseda.vb@gmail.com 
   facebook https://www.facebook.com/ZaoDaoTianDaXueNuZibareboruBu 
    Twitter https://twitter.com/waseda_vb 
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
 


