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　東京都立大学・首都大学東京体育会
　自転車部OB・OG会事務局発行 

 
             幹事長　’08入学　志村 俊宗 

 
 
 

第４０回 自転車部ＯＢ・ＯＧ総会のお知らせ 
　新緑まこと晴天に映える季節と共に、新たに令和の時代を迎えまして、皆様いかがお過ごしでしょうか。 
　さて、今年度も下記のとおりOB・OG総会を開催いたします。 
同期や先輩・後輩との旧交を温める場として、皆様お誘い合わせの上、是非お越し下さい。 
毎年恒例のプレゼント交換も企画しておりますので、ぜひ楽しいプレゼントをお持ちいただけたらと思います。 
 

 
①総会への出欠席については、電子メール又は返信用ハガキにてお知らせ下さい。近況・ご意見なども一緒にお知らせ
頂ければと思います。ご記入頂いた内容はOB総会のWebサイトに随時掲載いたしますので、出欠状況や会員相互の近況
も確認できます。（※掲載を希望されない場合はその旨ご記入下さい。） 
　また、例年、会計支出の多くを占めている通信費を削減するべく、電子メールアドレスをお持ちの会員の方には、今
後のOB総会などのご連絡に電子メールを利用したいと思いますので、ご協力をお願いいたします。なお、OB会事務局に
お寄せ頂いた皆様の個人情報はOB会を運営する上で必要とする目的以外には一切利用いたしません。 

 
締　切 ： ６月２３日(日) 
E-mail ： tmucc.obog@gmail.com 

　 氏名（必須）、出欠（必須）、近況、ご意見、電子メールアドレス 
はがき ： 同封はがきにご記入の上、そのままご返送ください  
（出欠状況等は、http://tmuccob.oiran.org/（OB 総会のWebサイト）から確認できます。） 

 
②本会は会員の皆様の会費で運営されております。今後とも活発な会の運営のため、残念ながら当日参加できない方に
つきましては、下記まで年会費 1,000円をお納め下さいますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。 
　なお、振込手数料については、大変申し訳ございませんが、ご負担願います。 

 
振込先　ゆうちょ銀行振替口座【口座番号】00130-0-11861【名義】東京都立大学自転車部OB会 

（銀行振込の場合：【店名】〇一九店　【預金種目】当座　【口座番号】0011861） 
 

＊OB会会計報告をする際、会費を納入して頂いた方のお名前を報告に掲載する予定ですが、掲載を希望されな 
い場合は、お手数ですが、tmucc.obog@gmail.com までご連絡ください。 

 
＊会場案内＊ 
　パーティールーム「UP新宿」 
 

〒160-0023　東京都新宿区西新宿1-19-4 山本ビルB1 
（右図のAの地点） 
 
TEL　03-6302-0695 

 
JR新宿駅・都営新宿線　新宿駅南口 徒歩3分 

（甲州街道沿いにあります） 



2018年 7月 14日 

 

第 37回 東京都立大学・首都大学東京 体育会自転車部 OB・OG会総会議事録 

 

日時：2018年 7月 14日(土) 17:00～20:00 

場所：ルべソンベール南大沢 

出席者：58名（入学年、敬称略） 

今井 信洋・河井 信・高野 登志雄・並木和久・大内俊二・漆間久修・奥村彰太郎・山本那智子・清水敏
久・諸貫信行・吉村芳明・原香代子・朝日文子・黒川信・松井考尚・大田亨彦・柴田主税・小林真一・桜井
(鳥山)真由美・須賀昭・早川淳一・小田理一郎・後藤克己・落合敦・中村一史・黒住隆行・藤原弘幸・野仲
(半澤)早苗・日暮昌子・白柳かさね・野田太郎・鈴木岳志・塚本和也・佐藤耕・中島祥吾・南沙紀・佐藤祐
一・藤澤一貴・井田幸宏・加納光・寺澤悠り・櫻井(向山)千晴・藤田樹理・中村(吉川)由希子・万力爽矢・
鈴木良実・伊藤和憲・高口裕平・西村圭太・小堀史也・田中葵・林田将希・小林大地・益子大輝・吉田昂広・
沢田航・山田悠登・都築克仁 

 

◆総会の部 

1. 司会挨拶 幹事長 中島（2007） 

 

2. 会長挨拶 OB会会長 諸貫（1975） 

 

3． 年次報告 中島(2007) 

・第 38回総会の報告 

 

3. 会計報告 会計担当 佐藤（2007）・会計監査 松井（1976） 

・『36回東京都立大学・首都大学東京 自転車OB・OG会 会計報告』に基づいて報告 

・会計監査の結果、相違ないとの監査報告をうけた。 

 

4. 議題 

1) 【報告事項】首都大学東京自転車部競技活動支援口の会計報告 

競技活動支援口の収支報告について報告を行った。 

 

2) 60周年記念グッズの Tシャツ及び DVDを現役学生へ無償で配布することについて 

賛成多数で承認された。 

 

以上をもって総会の部は終了となった。 

 

 

◆懇親会の部 

1. 乾杯 今井（1964） 

2. 展示品紹介  

3. 現役活動報告  

4. 抽選会  

5. 記念撮影 

 

以上をもって懇親会の部は終了となった。 

















2018 年度会計報告 

会計：富田恭平、木戸口悠志、森文 

・収入                ・支出 

  

 

 

 

・余剰金 

項目 金額(円) 

2017 年度までの余剰金 251,813  

2018 年度までの余剰金 

(2019 年度への繰越金) 
331,600 

 

 

・2018 年度総括 

次年度への繰越金は、前年度に比べ 79,787 円増加しました。要因としては、学年ごとに傾斜をかけつ

つ、各徴収金を多めに設定したこと、飲み会等で OBOG の皆様からお心遣いをいただいたことが挙げら

れます。今後、余剰金を活用し、部車等備品の更新を考えています。各行事を見ていくと、府大戦では、

体育会本部との連携が不十分だったために、支出過多となっています。春合宿では前年と同様に、次年度

新歓費を見越した額を徴収し、余剰をそこに回すことで、新歓期に徴収が集中してしまう事態を回避し

ました。また、その他の欄が支出過多となっている要因としては、耐久ランや、今年度から導入された火

起こしランの際に、徴収金を設定せず余剰金から出したこと、部車の部品や団装を追加購入したことが

挙げられます。 

項目 金額(円) 

新歓 495,695 

府大戦 1,415,000 

夏合宿 1,175,000 

追いラン 569,720 

春合宿 1,509,500 

飲み会 1,460,000 

わっぱ 156,136 

その他 82,781 

寄付金 88,505 

総収入 6,952,337 

項目 金額(円) 

新歓 481,607  

府大戦 1,459,028  

夏合宿 1,165,664  

追いラン 541,936  

春合宿 1,306,556  

飲み会 1,332,913  

わっぱ 116,916  

その他 264,986  

次年度新歓費(予定) 202,944  

総支出 6,872,550  



2018 年度競技班活動総括 
 

競技班 4 年 石坂琴美 

 

 

・安全面 

 練習後の反省の徹底や安全マニュアル遵守により、落車や事故なく活動ができました。新

歓時の安全管理も強化し、2017 年度の反省を活かすことができたと考えています。 

 

・レース活動 

 2018 度は全日本大学対抗選手権自転車競技大会(通称:インカレ)、全日本学生選手権自転

車競技大会(通称:個人ロード)、全日本選手権自転車競技大会 U23 カテゴリという学生自転

車における 3 大大会に出場しました。インカレでは残念ながら完走は叶いませんでしたが、

個人ロードで、当時 3 年女子の石坂が 6 位で完走を果たしました。2019 年度には当部 2 人

目となる女子選手が入部し、インカレ出場資格保持者が増えました。これからも「インカレ

完走」、また、それぞれの目標に向けて日々精進してまいります。 

 

・練習、合宿 

 選手 1 名での活動であったため、平日は OB の方と時間を調整して練習をしていました。

休日は基本的には実業団レースに出場し、実践的な練習の場として活用していました。 

 また、2018 年度は首都大での夏合宿は開催せず、東京大学自転車部の合宿に参加させて

いただきました。人数がいない中での活動で、他大学とのつながりの重要性を感じました。 

 

・ツーリング班との関係 

 遠征のサポートはマネージャーや競技班 OB にお願いすることが多いですが、ツーリン

グ班の中にはレース観戦に来てくださる方もいます。クラブランなどの行事は、基本的には

練習やレースを優先しつつできる限り参加しています。 

 

 

最後になりましたが、平素より競技班へ援助や応援をしてくださる OBOG の皆様、本当

にありがとうございます。2018 年度は選手 1 名での活動でしたが、2019 年度は 2 年ぶりに

新入生が 4 名入部し、今後の活躍が期待されます。良い結果を報告できるよう努力してい

きますので、今後とも競技班をよろしくお願い致します。 

 以上で、2018 年度競技班活動総括とさせていただきます。 



2019/5/14

収入

繰越金 ¥157,375

 現役徴収金

 OBの皆様からの寄付

OB総会での寄付 ¥30,000 総収入 ¥187,375

支出

〇備品関係 〇レース関係

ケーブル ¥3,277 加盟校分担金 ¥5,000

スプロケット ¥4,081 インカレ補助金…注１ ¥10,460

チェーン ¥2,268 夏季練習補助金…注２ ¥5,402

リアディレイラー ¥3,910

タイヤ張替え費 ¥7,742 総支出 ¥43,320

工具 ¥1,180

来年度への繰越金 ¥144,055

平成30年度競技班会計報告

競技班会計　古田雅拓

注1）インカレには女子１名が出場し、サポートで多くの方に応援していただきました。一年で最も大きなこの大会に対して今回上記の金額
を補助金として使用させていただきました。

注2）今年度は夏合宿の代わりに山中湖への練習を行いました。その際、マネージャーが出したサポートカーの燃料代を練習補助金とし
て使用させていただきました。



東京都立大学,首都大学東京体育会自転車部 OBOG の皆様へ 

競技班へのご寄付のお願い 

 

競技班主務３年 古田雅拓 

競技班４年   石坂琴美  

 

吹く風も夏めいて、日中は汗ばむ季節となりました。皆様、お変わりなくお過ごしでしょ

うか。皆様には例年、私どもの活動を温かく見守っていただけていることに厚く御礼申し上

げます。 

2011 年 5 月 25 日、競技班の練習中の事故により、部員が命を落とす痛ましい事故があ

りました。私どもの先輩にあたる当時の部員の献身的な努力により、部内の安全に対する規

約が徹底的に整備されました。事故後 9 年目に入ろうとしている現在もツーリング班と共

にその重要性を受け継ぎ、「安全マニュアル」や「練習規約」、「安全ノート」を少しずつ充

実させ、先輩方の同意を得たうえで内容を改定してきました。さらに安全講習会及び安全ラ

ンは定期的に行い活動を続けております。 

事故後、安全を第一に考えながら部員の競技成績も向上し、活動の幅が広がってまいりま

した。昨年度は全日本大学対抗選手権自転車競技大会(通称:インカレ)、全日本学生選手権

自転車競技大会(通称:個人ロード)、全日本選手権自転車競技大会 U23 カテゴリという学生

自転車における 3 大大会に出場しました。中でも、個人ロードでは、当時 3 年女子の石坂

が 6 位で完走を果たしました。本年度のインカレにも、4 年石坂が出場する予定です。 

ここ数年は部員数がかなり少ない状況が続き、昨年度は女子部員１名で活動していまし

たが、本年度は 2 年ぶりに 4 名の新入部員が入部し、今後の活躍が期待されます。新入部

員が入部したことで、競技班の部車や決戦用ホイール、競技班倉庫の備品を今一度整備・新

調することになりました。しかし、整備・新調にかかる費用を全て競技班の現役部員で負担

することは難しいのが現状です。 

つきましては競技班の現状にご理解を賜り、ご寄付をお願いいたしたく存じます。 

末筆で恐縮ですが、OBOG の皆様方のご健康とご活躍をお祈りしますとともに、競技班

の更なる活躍が報告できるよう、日々精進してまいります。乱筆ながら、これにて失礼しま

す。 

 

〇振込先 

ゆうちょ銀行振替口座 

【口座番号】10990-13111691【名義】首都大学東京自転車部競技班活動支援口 

(銀行振込の場合:【店名】〇九八【預金種目】普通【口座番号】1311169) 

代表 中島祥吾(2007 年入学) 



６０周年記念グッズ遅延のお詫びとＤＶＤのお知らせ 
 

２０１９年５月 
 
東京都立大学・首都大学東京体育会自転車部ＯＢ・ＯＧのみなさま 

 
６０周年記念行事実行委員会　　　　 
（文責：２００７年入学　塚本和也） 

　 
拝啓　時下ますます御清祥のこととお慶び申し上げます。 
さて、昨年度の６０周年記念事業の一環として作成しておりました６０周年

記念DVDにつきまして、当初昨年の完成を目指しておりましたが、作業遅延に
より皆様へのお届けが遅れております。関連して、ＤＶＤと同時発送予定だっ
た６０周年記念Ｔシャツも遅れてしまっております。大変申し訳ございませ
ん。 
DVDにつきましては現在、今年のＯＢ・ＯＧ総会で配布することを目標に作

業を進めております。総会に出席されない方へは、総会後をめどにお送りする
予定です。大変お待たせして申し訳ございませんが、何卒御理解の程、よろし
くお願い申し上げます。 
 
ここで改めまして、６０周年記念ＤＶＤのご紹介をさせていただきます。６

月２９日土曜日までに塚本（kt524kt@hotmail.co.jp）にご連絡いただければ、
間に合いますので、まだお申込みでない方は、ぜひご検討ください。 

ＤＶＤの内容は、まず、５０周年記念ＤＶＤで先輩方が多大な苦労の末に
データ化された、過去の「わっぱ」、部史、府大戦記録などを最新版に更新し
ます。また、６０周年記念式典で発表いたしました、クラブランレコード、部
員数、合宿の軌跡・獲得標高スライドのデータを加えます。さらに、約２０名
のＯＢ・ＯＧによるバラエティあふれる寄稿・写真を載せます。大変見応えの
ある内容になっていると自負しております。 
 
記念グッズをお申込された方で、残念ながら今年のＯＢ・ＯＧ総会にご出席

されない方は、Ｔシャツ代１５００円（学生のOB・OGは1000円）、ＤＶＤ代
１０００円（寄付金を頂いた方は不要）を、便宜上、会費と合わせて、下記の
お振込み先へと各自お支払いいただくか、グッズ発送時に同封する振込用紙に
てお支払いをよろしくお願いいたします。もちろん６０周年記念行事の際にお
支払済みの方は不要ですし、ご案内のように後払いでも構いません。ご不明な
点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。 
 
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。全力を尽くして参ります。 

敬具 
 

 
 

【振込先】※会報に記載の口座と同一です。　 
ゆうちょ銀行振替口座　【口座番号】00130-0-11861　【名義】東京都立大学自転車部OB会 

（銀行振込の場合：【店名】〇一九店　【預金種目】当座　【口座番号】0011861） 
 
　 

mailto:kt524kt@hotmail.co.jp

