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 …＜今号の内容＞……………………………………………………………………… 

  【１】2020 年稲門バレーボール倶楽部総会 開催報告 

  【２】春季リーグ戦（男子１部／女子２部）日程 ⇒開催中止 

  【３】会費納入状況（前回掲載分～2019/3/25 確認済分） 

 …………………………………………………………………………………………… 

  

             「会 長 挨 拶」 

  

                       稲門バレーボール倶楽部 

                       会長 金川 裕一(S57 卒) 

  

 日頃は当倶楽部の活動にご支援、ご協力を賜り誠にありがとうございます。 

新型コロナウイルスの感染拡大が社会に大きな影響をもたらしていますが、会員 

の皆様におかれても十二分に注意を払って健康に留意頂きたい思います。 

 さて、昨年はラグビーＷ杯が大いに盛り上がる中でバレーボールの男子Ｗ杯に 

おいても２８年ぶりの４位入賞という好成績をあげてバレーボール界は活気付き 

ました。今年の東京オリンピックではこの勢いで男女共に好成績を残してもらい 

たいと思います。 

 現役選手の昨年の活躍は目を見張るものがありました。 

 男子部は関東大学リーグ戦において春季、秋季ともに全勝優勝しリーグ戦５連 

覇、全日本インカレにおいては３連覇を果たしました。学生相手にはベストで臨 

んだときは敵なしでした。さらに５月に行われた黒鷲旗グループ戦ではＶリーグ 

チーム含む社会人チームに３連勝し、決勝トーナメントに１位進出をするという 

快挙まで成し遂げました。女子部もレギュラー選手の離脱、怪我など選手層の 

薄い中で秋季リーグ戦には上部との入替戦まで進出するという意地を見せてくれ 

ました。 

 このような現役選手の活躍を支えていく、応援していく当倶楽部は定期戦の運 

営はもとよりホームページのリニューアル、10 大学 OB 戦、早稲田カップなど会員 

相互の懇親と交流を図る活動を行ってきました。昨年の最大の実績はこの活動を 
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支える会費徴収が前年比で大幅に増収となったことです。もちろん、ＯＢ、ＯＧ 

皆様への呼びかけ、お願いを重ねてきた成果でもありますが、それ以上に過去の 

未払いの分まで含めて快く対応いただいた会員もおり、この場を借りて厚く感謝 

する次第です。しかしながら、まだ全会員に対しては 50％少し超える程度の納入 

率に留まっており、皆様方からの更なるご支援、ご協力を賜りたいと思います。 

 前述しましたように男子バレーボールは２８年ぶりの好成績であったにもかか 

わらずラグビー人気に押され、大きなムーブメントを起せずじまいでした。私は 

代表選手に早稲田出身者が選出され、東京オリンピックに出場することにでもな 

れば、バレーボール界全体が大いに盛り上がるのは間違い無いと思っています。 

 約９０年の早稲田大学バレーボールの歴史の中で日本代表としてオリンピック 

に出場した選手はいません。大学バレーボール界のみならず日本バレーボール界 

全体に活気と旋風を早稲田大学バレーボール部が先頭に立って起こしていく可能 

性を秘めています。６人制バレーボールを日本に持ってきたパイオニアでもある 

早稲田大学バレーボール部が停滞、低迷している日本バレーボール界を牽引して 

いく存在になっていくことを大いに期待して、ＯＢ、ＯＧの皆さんにはこれまで 

以上の応援、支援、ご協力をお願い致します。 

  

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【１】2020 年稲門バレーボール倶楽部総会 開催報告 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 2 月 23 日(日)の 10 時より 2020 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 2019 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、男子バレーボール部優勝祝賀会も開催されました。 

  

 2019 年中に亡くなられた先輩の方々 

   永岡  剛 さん（S63 年卒） 2019 年 4 月 21日 ご逝去 

   大倉 俊彦 さん（S26 年卒） 2019 年 9 月 26日 ご逝去 

   大原 久仁夫さん（S31 年卒） 2019 年 12 月 21日 ご逝去 

   金井 久子 さん（S31 年卒） 2019 年     ご逝去  

  

 議 題：2019 年  活動報告（総務委員会/指導委員会） 

     2019 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 



     推薦会員の承認 

     2020 年  役員人事 

     2020 年  活動計画（総務委員会/指導委員会） 

     2020 年度 一般会計予算 

     2020 年  新入会員紹介および現役新体制報告 

     その他     

  

 出席者：上村名誉顧問、井上(S34)、土川(S37)、関山(S37)、福田(S44)、 

     仙北谷(S44)、遠藤(S46)、倉橋(S48)、菊地(S54)、倉持(S54)、 

     岡元(S55)、高野(S55)、金川(S57)、大野(S57)、瀧島(S58)、 

     小野瀬(S60)、吉井(S61)、船曳(S61)、三浦(S62)、松井(H3)、 

     木下(H6)、馬場(H8)、宮下(H14)、伊東(H12)、赤枝(H31)、 

     堀江(R2)、武藤(R2)、村本(R2)、吉田(R2)、寺石(R2)、 

     今田(S31)、皆川(S56)、藤本(H6)、江澤(H11)、中谷(H16)、 

     岩崎(H26)、富澤(R2)、飯田(R2)、利根川(R2)、高木(R2) 

  

 資料場所 

  早稲田大学バレーボール部ホームページ（https://wasedavolley.org/） 

  「OB＆OG の皆さまへ」よりご参照ください。（パスワードは kuma3 ） 

  男子部優勝祝賀会の様子も掲載されていますので合わせてご覧ください。 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【２】春季リーグ戦（男子１部／女子２部）日程 ⇒開催中止 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

 関東大学バレーボール連盟は新型コロナウイルス感染リスクを考慮した結果、 

感染拡大の終息が当面見込めない中、出場する選手の健康・安全を第一に考え、 

また各大学の方針も踏まえ、4 月～5 月にて予定しておりました「2020 年度春季 

関東大学バレーボールリーグ戦」の開催の中止を決定しました。ただし 4 月 15日 

時点にて 5 月 9 日以降に試合開催可能と判断された場合には、各部チームにて相談 

の上、オープン戦の開催も検討いたします。なお、この場合でも入替戦は実施 

せず、2019 年度秋季リーグ戦の順位にて 2020 年度秋季リーグ戦を実施するとの 

ことです。詳細につきましては、関東大学バレーボール連盟のホームページ 

（http://kanto.volleyball-u.jp/）をご参照ください。 

  

 加えて、出場を予定していた第 69 回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会 
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（2020 年 5 月 1 日（金）～6 日（水）丸善インテックアリーナ大阪）も開催中止 

となりました。詳細は日本バレーボール協会のホームページをご覧ください。 

 https://www.jva.or.jp/index.php/domestic/2020/kurowashiki/outline 

  

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

□【３】会費納入状況（前回掲載分～2020/3/31 確認済分） 

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  

《男子》 

［郵便振替・口座振込等］ 

 内山*(S28)、塩野*(S29)、原田*(S32)、原田*(S33)、土川*(S37)、白木* 

 (S38)、安澤(S39)、宇野*(S41)、吉井*(S55)、榎本(S55)、楮佐古*(S60)、 

 塚本(S63)、宇野(H4)、本田*(H5)、木下(H6)、吉田(H13)、中谷(H15)、 

 弘津*(H20)、佐藤(H23)、村上(H24)、堀江(R2)、武藤(R2)、村本(R2)、 

 吉田(R2)、寺石(R2) 

  

 *印の方は前回、前々回の通信に記載すべきでしたが、入金の確認が遅れた 

 ため今回の通信への記載となってしまいました。ご迷惑をお掛けしまし申し 

 訳ございません。この場をお借りしお詫びいたします。 

  

［自動引落］ 

 髙田(S27)、中本(S28)、安田(S29)、髙橋(S30)、西川(S30)、馬場(S33)、 

 佐藤(S35)、小森(S36)、関山(S37)、石丸(S37)、渡辺(S37)、木下(S39)、 

 西川(S39)、西尾(S41)、鴨澤(S41)、髙木(S41)、大塚(S43)、福田(S44)、 

 仙北谷(S44)、伊藤(S45)、内田(S45)、金沢(S46)、鎌田(S47)、倉橋(S48)、 

 榛村(S48)、石渡(S51)、風嵐(S51)、深瀬(S52)、堀部(S53)、坂口(S53)、 

 山田(S53)、加藤(S54)、安藤(S54)、菊地(S54)、倉持(S54)、石田(S54)、 

 野地(S54)、岡元(S55)、髙野(S55)、宇田川(S56)、角田(S56)、馬郡(S56)、 

 高田(S56)、金川(S57)、大野(S57)、田中(S57)、瀧嶋(S58)、貝塚(S59)、 

 柳下(S60)、西塚(S60)、小野瀬(S60)、池谷(S60)、赤羽(S60)、青野(S60)、 

 川村(S61)、十文字(S61)、吉井(S61)、冨田(S61)、船曳(S61)、麻生(S61)、 

 三浦(S62)、古澤(S62)、鈴木(S62)、光野(S62)、新井(S63)、中村(S63)、 

 山田(H1)、時田(H2)、今橋(H2)、九冨(H3)、松井(H3)、中島(H3)、福本(H4)、 

 池田(H4)、野口(H5)、上原(H5)、柴田(H6)、桐原(H6)、船山(H6)、森本(H7)、 

 藤本(H7)、川野(H7)、馬場(H8)、相澤(H8)、中西(H8)、石川(H8)、川口(H9)、 

 黒木(H10)、八代(H11)、谷口(H11)、小田(H12)、熊谷(H12)、楯(H12)、 
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 土井(H13)、吉原(H13)、福田(H14)、猪俣(H16)、西川(H16)、田中(H17)、 

 若月(H21)、浅野(H23)、高橋(H23)、上柿(H23)、市川(H24)、小関(H25)、 

 伊藤(H25)、梅澤(H25)、小谷(H25)、三宅(H27)、大木(H27)、太田(H27)、 

 専田(H27)、阿部(H28)、田中(H29)、加藤(H29)、関(H29)、真鍋(H29)、 

 後藤(H29)、喜入(H30)、山﨑(H30)、加賀(H30)、土屋(H30)、藤中(H31)、 

 小林(H31)、鵜野(H31)、中野(H31)、前田(H31)、宮下(H31)、正本(H31) 

  

《女子》 

［郵便振替・口座振込等］ 

 遠藤(S34)、安澤(S42)、加藤(S54)、湯本(S60)、高橋(H11)、中谷(H16)、 

 富澤(R2)、飯田(R2)、利根川(R2)、高木(R2) 

  

［自動引落］ 

 今田(S31)、好地(S35)、小森(S36)、広田(S36)、小林(S37)、関山(S37)、 

 矢口(S37)、稲田(S39)、岡野(S40)、前田(S44)、橋本(S44)、内田(S45)、 

 橋口(S46)、大木(S49)、石塚(S53)、倉持(S56)、野見(S62)、中尾(H2)、 

 小澤(H3)、中田(H4)、山下(H6)、藤本(H6)、松井(H6)、河村(H7)、久我(H7)、 

 板垣(H8)、熊谷(H8)、酒井(H9)、甲斐(H9)、石川(H9)、村山(H10)、 

 江澤(H11)、矢口(H12)、坂井(H16)、大内田(H16)、神保(H17)、坂上(H17)、 

 恩田(H20)、浅熊(H21)、綿引(H21)、猿渡(H21)、宮島(H21)、高橋(H22)、 

 森田(H22)、上川(H22)、野本(H22)、田中(H23)、石川(H23)、宮野(H23)、 

 河野(H23)、髙野(H24)、松村(H24)、町田(H25)、篠(H25)、土川(H25)、 

 濵野(H26)、岩﨑(H26)、小髙(H26)、竹村(H27)、中川理(H27)、木暮(H27)、 

 中川美(H27)、黒木(H27)、関根(H28)、高園(H28)、平山(H29)、加納(H29)、 

 宇野(H29)、佐藤(H29)、及川(H29)、藤田(H29)、芹澤(H30)、中川(H30)、 

 岡野(H30)、浅野(H30)、森佳(H31)、宮田(H31)、森昌(H31) 

  

  

［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、納入は上記にの 

口座振込の他、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。 

  

  

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

【連絡先】 

 総務副委員長：木下 健 090-1614-6754，kinoken＠waseda.jp 

  男子部主務 宇野耕平(スポ)、女子部主務 梨本未央(社) 

  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 

   Instagram https://www.instagram.com/waseda_volleyball/ 

    Twitter https://twitter.com/waseda_vb 

   facebook https://www.facebook.com/ZaoDaoTianDaXueNuZibareboruBu 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

 

http://waseda.jp/
mailto:waseda.mens.volleyball.team@gmail.com
http://ameblo.jp/wasedamensvolleyballclub/
mailto:waseda.vb@gmail.com
https://www.instagram.com/waseda_volleyball/
https://twitter.com/waseda_vb
https://www.facebook.com/ZaoDaoTianDaXueNuZibareboruBu

