
令和2年
明治大学体育会アメリカンフットーボール部ＯＢＯＧ総会

第1号議案 平成31年度活動報告

第2号議案 平成31年度会計収支報告

第3号議案 令和2年度活動計画

第4号議案 令和2年度会計収支予算

第5号議案 役員選任

その他 2019年度OBOG会費 納入状況一覧



第1号議案
平成31年度 年間活動報告
（平成31年）

02月 就職活動支援

（令和元年）

06月 駿台体育会総会

06月 創部85周年記念ルーツ校ボウルゲーム

08月 夏季強化合宿

09月 秋季リーグ戦

11月 グリフィンズ法人化について（経過報告）

（令和2年）

01月 野崎総監督 日本アメフト協会殿堂入り



02月
就職活動支援報告

（1月12日）

・2回目の就活セミナー開催

①業界説明

・山内氏（９１卒）

・諸井氏（９２卒）

・和田氏（９２卒）

・奈良氏（９４卒）

・大津氏（９６卒）

・菊地氏（９９卒）

・安田氏（１１卒）



06月
駿台体育会総会

（6月19日）

18時よりアカデミーコモン２F

会長 川部 （８７卒）

幹事長 大津 （９６卒）

理事 岩崎監督（９９卒）

理事 佐藤 （８２卒）

ディレクター 和田（９２卒）

サブディレクター 櫻井（１２卒）

以上6名が参加しました。



06月
創部85周年記念
Roots Bowl

（6月9日）

アミノバイタルフィールド

２６vs１４早稲田大学

（6月16日）

アミノバイタルフィールド

２６vs７立教大学

＊コイントス 川部会長



06月
現役激励会
（6月３０日）

１８時よりオフェンス

１９時よりディフェンス

計１１３名

ご父兄

計２８名

＊グラウンド隣接のＢＢＱ場にて

（春季オープン戦結果）

4月14日 31- 7 国士館大学

4月21日 20-16 専修大学

5月 5日 47- 6 東海大学

5月19日 27-26 関西学院大学

5月26日 17-35 桜美林大学

6月 9日 26-14 早稲田大学

6月16日 26- 7 立教大学



08月
夏季強化合宿
09月
秋季リーグ戦
（08月 夏季強化合宿）

・ジャコラ（クエン酸） 人数分

（09月 秋季リーグ戦）

・受付テント寄贈

＊ロゴ

＊寄贈メッセージ

（秋季リーグ戦結果）4勝3敗

8月31日 41- 7 日本体育大学

9月15日 28-10 東京大学

9月28日 10-20 慶應義塾大学

10月19日 8-10 中央大学

10月27日 10- 7 法政大学

11月10日 17-13 立教大学

11月24日 14-27 早稲田大学



09月
法人化について

（継続協議）

年間を通じて、岩崎監督と事務局

で運用案を協議。

法人化導入後の運用について更に

精度をあげるべく引き続き協議を

行っていく。

・チームに関わる代表の代議員（社員）により設立

・アメリカンフットボール部からの委託を受けその支援のための活動を行う

■部会（暫定　事務局案）

コーチ リクルート ボランティア ゴルフ

計画・推進 営業

新歓

総務 会計 就活支援 危機管理 駿台体育会 連盟 審判

ＯＢＯＧ会 父母会 営業 イヤーブック ＷＥＢ グッズ

代議員会

（社員総会　１回/年）

明治大学

アメリカンフットボール部

グリフィンズ

サポート

一般社団法人　明治大学ＡＬＬグリフィンズ

委託

理事会 アドバイザー

チーム運営



01月
野崎総監督
殿堂入り

（1月3日）

東京ドームで顕彰表彰式

渡辺 恵那さん代理出席

（＊野崎総監督のお孫様）

写真：明治大学広報736号



第2号議案 平成31年度 会計決算報告＊監事承認済

2019年度 会計報告

（2019年4月1日～2020年3月31日）

（収入） （単位：円）

科目 2018年度実績 2019年度予算 2019年度実績 適用

前年度繰越 2,591,793 2,079,910 2,079,586三井住友銀行(1,329,464円)、郵貯口座（750,122円）、Diff 324円

年会費 1,280,000 1,800,000 1,600,000160名×10,000円（2018年度＝128名/前年比+32名）予算比△20名

寄付金等 85,000 200,000 171,000大沼様、神崎様、古屋様、中澤様、斎藤様、山本様、木村様、山本様、平井様

グッズ販売 169,000 100,000 210,000Tシャツ、タオル、ストラップ

総会親睦会売上 180,000 250,000 145,000OB会懇親会費

雑収入 26 30 17,017ルーツ(17,000円)、銀行利息（郵貯17円）

その他 100,000 0 0

収入小計 1,814,026 2,350,030 2,143,017

合計 4,405,819 4,429,940 4,222,603

（支出） （単位：円）

科目 2018年度実績 2019年度予算 2019年度実績 適用

OB会親睦会支出 150,000 200,000 145,000OBOG会懇親会費

チーム強化費 574,540 800,000 690,264チーム強化費用援助（A:サプリ87,797円,B:グッズ357,240円 C:BBQ200,000円）等

チケット代金 300,000 300,000 359,500春季オープン戦（10万円）、秋季リーグ戦（26万円）

イヤーブック補助 0 200,000 200,000

会議費 196,377 500,000 411,964OB総会(31,360円)、幹事会会議(77,920円)、父母会(145,604円)、チーム幹部・現役(82,084円)との打ち合わせ等

事務通信費 188,220 100,000 127,365総会、案内発送代、活動報告、発送代等

雑費 11,772 10,000 21,090振込手数料

駿台体育会 195,000 150,000 190,000駿台体育会総会（５月、11月）、宿泊研修会（12月）、親善ゴルフ大会（11月）

その他 710,000 80,000 347,940松本様(74卒5/13）岩崎監督お父様供花代（2/4）、テント代316,440円

支出小計 2,325,909 2,340,000 2,493,123

次期繰越 2,079,910 2,089,940 1,729,480三井住友銀行(1,109,351円 うち預かり320,000円除く)、郵貯口座（1,020,129円 うち預かり80,000円除く）/as of 20200331

合計 4,405,819 4,429,940 4,222,603



第3号議案
令和2年度 年間活動計画案
03月 2020年度限定グッズ販売

04月 春季オープン戦 応援（※すべて中止となりました）

04月25日 第72回定期戦 関西学院大学（関西遠征 王子スタジアム）

05月10日 学芸大学 16:15KO ＡＶＦ

05月24日 東海大学 13:30KO ＡＶＦ

05月31日 専修大学 16:15KO ＡＶＦ

06月 駿台体育会総会

08月 夏季強化合宿

09月 秋季リーグ戦

10月 駿台体育会ゴルフコンペ

12月 甲子園ボウル

＊試合会場で現役をみんなで応援しましょう。



第4号議案 令和2年度 会計収支予算案
2020年度 予算 (案) 

（2020年4月1日～2021年3月31日）

（収入） （単位：円）

科目 2018年度実績 2019年度予算 2019年度実績 2020年度予算 適用

前年度繰越 2,591,793 2,079,910 2,079,586 1,729,480三井住友銀行(1,109,351円 うち預かり320,000円除く)、郵貯口座（1,020,129円 うち預かり80,000円除く）/as of 20200331

年会費 1,280,000 1,800,000 1,600,000 1,800,000180名×10,000円（2019年度＝160名/前年比+20名）

寄付金等 85,000 200,000 171,000 200,000

グッズ販売 169,000 100,000 210,000 200,000Tシャツ、記念グッズ

総会親睦会売上 180,000 250,000 145,000 200,000OB会懇親会費

雑収入 26 30 17,017 30

その他 100,000 0 0 0

収入小計 1,814,026 2,350,030 2,143,017 2,400,030

合計 4,405,819 4,429,940 4,222,603 4,129,510

（支出） （単位：円）

科目 2018年度実績 2019年度予算 2019年度実績 2020年度予算 適用

OB会親睦会支出 150,000 200,000 145,000 200,000OBOG会懇親会費

チーム強化費 574,540 800,000 690,264 400,000チーム強化費用援助

グッズ原価 100,000記念グッズ

チケット代金 300,000 300,000 359,500 200,000秋季リーグ戦（20万円）

イヤーブック補助 0 200,000 200,000 200,000

会議費 196,377 500,000 411,964 400,000OB総会、幹事会会議、父母会、チーム幹部・現役との打ち合わせ等

事務通信費 188,220 100,000 127,365 100,000総会、案内発送代、活動報告、発送代等

雑費 11,772 10,000 21,090 10,000振込手数料

駿台体育会 195,000 150,000 190,000 300,000駿台体育会総会

その他 710,000 80,000 347,940 80,000慶弔費など

支出小計 2,325,909 2,340,000 2,493,123 1,990,000

次期繰越 2,079,910 2,089,940 1,729,480 2,139,510

合計 4,405,819 4,429,940 4,222,603 4,129,510



第5号議案 役員選任

会長 川部 修典 87卒 広報渉外 中島 和弥 92卒

副会長 高井 英光 76卒 広報渉外 秋竹 慎一 92卒

副会長 蓑田 克己 84卒 広報渉外 古屋 将 94卒

副会長 神崎 正夫 72卒（関西） 広報渉外 沢口 義昭 95卒

副会長 吉井 元 72卒（関西） 広報渉外 諸井 右一 92卒

会計 加藤 雅憲 95卒 事務局 大津 康裕 96卒

総務 奈良 幹生 94卒 事務局 安田 錦之助11卒

監事 和田 健 92卒 事務局 岡村 守益 05卒（新任）

広報渉外真砂野 透 92卒 事務局 佐藤 旭 05卒（新任）



2019年度OBOG会費 納入状況一覧
15

1996
井上 定之 大槻 正毅 須田 大介 鈴木 慎一 高村 秀信 富部 一郎 中川 貴之 中嶋 正明 堀江 信貴 渡辺 正樹 小沢 靖

村上 靖徳 大津 康裕 佐野 公信 秦 英之

19
1997

加藤 勉 東小園 光宏 柳橋 真人 八田 芳和 岩谷 一隆 村井 高 梅原 雅 吉田 悟史 高嶋 逸彦 山本 丈史 岸 聡一郎

新保 大輔 長谷川 勉 上野 仁 小林 源太 山村 仁 藤本 康弘 細野 聖 清水 孝一

17
1998

高山 竜也 坂上 武志 岩崎 武士 吉永 隆 宮川 真澄 釘井 聡司 小林 寛庸 柿澤 良昌 石井 大介 門脇 直輝 小松田 和大

伊藤 武雄 西山 克明 熊沢 正広 小林 耕太 相原 健一 浜野 勉

21
1999

菊地 亮 岩崎 恭之 真行寺 聡 千葉 直樹 山下 俊一 佐々木 建治 角谷 弘之 茂出木 孝臣 中山 定幸 渡邊 祐一 菊地 如水

東坂 守宏 間藤 誠幸 桧垣 明彦 宮武 慎一 寺前 導成 荻村 英雄 佐藤 俊輔 花形 竜一 神内 太一 高島 大和

10 2000瀬畑 圭介 魚崎 亮介 藤 晶郎 宮崎 基 永野 嘉人 角 隆之 島田 亮一 中田 浩紀 武富 孝介 峰 健悟

10 2001迫田 崇 駒形 大介 坂爪 貴之 村上 英太郎 相島 達 山田 浩平 大森 一彦 岡戸 基泰 河又 大介 重石 直哉 佐藤 茂樹

11 2002吉川 智博 長井 研太 巻田 貴史 川嶋 宏治 山口 寛太 水谷 桂一郎 松村 高輔 東坂 浩志 峰岸 大輔 長野 大智 佐藤 英昭

14
2003

夏井 啓輔 山田 高史 栗山 周作 原田 芳明 河合 由宇気 伊藤 聡一郎 田中 宗仁 鹿島 広太郎 河村 真之助 宇田川 洋
上久保 俊多
朗

長友 信雄 平野 将隆 飯田 佳孝

17
2004

竹内 梓 坂口 裕美 川上 泰輝 須原 邦明 川島 篤 坂田 洋一 寺島 宏一 佐伯 正則 登林 隆太 岩本 聖英 清水 佑一

栗原 幸夫 松嶋亮平 荒井 庄一 宮崎 雄三 今野 隆太郎 吉田 徹

20
2005

清水 めぐみ 宮崎 芳美 河野 映彦 栗田 和憲 角田 崇 岡本 淳 下薗 僚章 岩田 克樹 岡村 守益 玉利 崇 中村 周作

青木 博 森川 陽介 石川 真之 増井 滋彦 佐藤 旭 望月 将貴 松本 将太 岡田 優也 長嶺 秀俊

9 2006北村 夏葉 石原 志保 山崎 公士 川崎 勇次 河西 健大 上野 拓生 折附 義郎 古賀 直 木村 圭祐

18
2007

橋本 知子 矢作 友未慧 田留 嵩平 名取 玄喜 苅田 元洋 荒川 博美 今津 秀隆 神竹 亮太 鈴村 康仁 馬場 健太郎 滝澤 航平

山内 亮太朗 松山 貴行 平山 大樹 伊藤 弘毅 畔柳 隆太 鶴田 恵隆 高橋 全央

13
2008

昆 佳苗 飯嶋 佑径 宮本 慶子 阿部 託也 小薗 翔太郎 金波 憲幸 高原 朋裕 中澤 博宣 野田 元貴 増田 光浩 米山 賢

田中 希佳 白 英植

12
2009

芹澤 隆文 石井 亮 杉山 岳彦 佐藤 直樹 武山 剛 横井 曜 石田 勇人 武田 晃裕 内村 太郎 安藤 竜一 溝口 和伸

長谷川 圭

13
2010

長谷部純一 飯田 恭平 押山 雄基 カラフチ唐太郎 喜代吉壮太 小中 啓輔 榊原 淳平 清水功次郎 長島 恭平 中野 元 原田 裕人

吉本 雅紀 小林 亮太

17
2011

青木 友亜 稲見 寛幸 親川 陽一 加倉 徹 加藤 雄哉 北村 光太郎 小谷田 圭純 志村 優大 関 裕 高野 智也 館 哲次郎

田中 蔵馬 深沢 宏樹 堀 龍正 安田 錦之助 蛯谷 奏恵 篠崎 恵

17
2012

岩下 泰久 宇佐美 大輝 枝崎 壮士 長田 尚大 高橋 輝 藤井 雄平 高橋 和平 平 琢磨 吉田 哲也 田中 修平 中島 亮介

櫻井 亮 川上 裕輔 森野 健太郎 藤原 香澄 蛯谷 奏恵 篠崎 恵

20
2013

宮野 翔多 細野 燿平 杉浦 祐治 諏訪部 大地 伊波 篤 高松 俊幸 坂井 亮介 石渡 怜雄 長谷川 周平 ルベル 瑠佳 藤井 翔

小林 輝明 鈴木 謙人 松本 巧 山田 翔也 東山 文高 小谷野 詩織 深津 舞 柳内 ちあき 長谷川 侑香

16
2014

三春 恵介 小谷田 雅哉 高木 勇介 鈴木 康太 小形 亮介 藤井 大務 金田 充功 横田 将信 森岡 雅人 関根 秀太 神田 容佑

前山 雄介 内田 裕美子 桜井 真理子 内藤 聡美 笛木 香織

19
2015

柳 龍太郎 北薗 一磨 藤井 俊輔 広瀬 湧基 岩下 寛武 橋本 英幸 日野 雅晃 松崎 隆朔 郡山 淳 三澤 達郎 佐々木 壮人

中野 慎也 清水 紀哉 井山 健太 赤津 裕之 五十嵐 裕佳 小川 はるな 鈴木 千尋 高野 朱里

14
2016

高橋 誉明 斉藤 俊輔 佐久間 健悟 桑名 亮介 野口 大二郎 梶山 修巧 津田 一馬 大貫 雄登 神保 春風 那須 敬太 中川 達人

園部 健太 渡邊 健太郎 吉川 幸助

22

2017

鈴木 祐希 亀田 誠治 中井 悠貴 大沢 翔 黒岩 光喜 南 卓真 山田 修平 杉山 将太 西村 伊織 髙松 大気 杉田 賢一

髙橋 幸運リー道願 翔太 長橋 拓磨 森野 貴大 五十嵐 一真 山本 友貴 酒井 孝明 村田 英里奈 長内 麻由美 市川 菜苗 岡本 尚子

19
2018

佐藤 成生 中村 聡 森平 貴大 氏家 倫太郎 阪本 真一朗 山村 晃史 寒川 拓 高田 康平 髙田 滋文 土屋 孝介 木村 凌基

原田 多朗 伊藤 琢真 串田 聡太 吉田 加奈子 馬場 美咲 畠山 しおん 古川 広大 多田 遥平

33

2019

茂木 崇宏 福田 夕斗 奥山 聖也 山田 大嗣 児玉 啓嵩 阿江 保智 海津 好生 西村 童雅 加藤 貴央 織田 裕樹 松本 幸也

二見 涼 佐藤 太希 加藤 直輝 市原 広騎 白井 樹 和田 拓真 山本 紘生 佐野 真之将 松尾 亮輔 大塚 祐弥 川端 晃太郎

三輪 颯太 平澤 泰山 福留 優太 金子 凌太 加藤 升吾 俵 洋一郎 樋口 景 十山 凌 竹内 小春 池田 美結 加賀谷 唯

久保田 有希
子

金子 二千

26

2020

徳茂 宏樹 福山 絵音 九里 遼太 渡邉 圭介 坂本 隼樹 石川 未来 平野 隼輝 高橋 康介 小泉 亜斗夢 増田 拓海 角田 隆司

近清 秀樹 小原 泰宏 桑原 一貴 長島 聡汰 北村 遼太朗 神田 航 北河 直也 明松 大雅
佐々木 美希
男

大宅 達士 中村 亘岐

田中 智輝 岸田 麻鈴 坂本 有彩 佐藤 万由子

2019年度 ＯＢ会費支払リ
スト

＝支払者（2019 160名） as of/ 20200331

2019目標 180名 Diff 20

人数卒業年度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2 1951仲 邦彦 渡辺 和義

2 1952林 靖三郎 船橋 務

4 1953柳邊 寛吉 井上 柳一 沖原 努 木村 昭八 山下 進

5 1954岩間 光男 小倉 健司 折田 重治 西郷 良雄 高林 護郎

3 1955野崎 和夫 西岡 実 米本 二郎

3 1956小田原 俊夫 高橋 俊夫 丸山 哲也

3 1957大島 巌 瀬戸 脩 土屋 宗光 平野 善一

3 1958伊藤 照雄 瓦谷 仁 幸田 正巳 中村 有二郎 金沢 好夫

4 1959伊藤 幸成 関 泰治 山崎 勝朗 沢館 兼一

4 1960江上 重夫 中島 洋 程田 淳次郎 松永 清弘

6 1961入山 良之 岩間 良廣 武田 輝男 水田 千秋 村上 寿滋 関谷 昭憲

2 1962徳家 定夫 角園 哲郎

2 1963遠藤 龍一郎 片柳 鉚太

4 1964鵜沢 勝三 栄居 義則 中村 正三 堀中 巌 宮内 紀昭

1 1965太田 正雄 下坂 典正 堤 日出夫 藤間 勲夫

8 1966池田 知彦 大沼 幹雄 斎藤 勝治 嶋倉 正一 高山 昇栄 辰巳 正明 横川 義之 米山 英雄 周藤 良男

5 1967石合 邦男 宇野 誠 島崎 昇 中川 嘉明 南洞 洋一

0 1968北川 武彦

5 1969岩間 準一 金子 保雄 茂出木 茂春 山本 長秀 和田 位

3 1970桜田 良平 迫田 知仁 村山 亮二

6 1971内山 善章 北川 忠雄 島田 勇 島津 光世 吉野 喜信 新発田 和夫

8 1972伊藤 正明 柏原 和義 神崎 正夫 篠塚 陽造 苦瓜 良二 西山 誠実 八木下 恵三 吉井 元 真杉 健

5 1973池田 正徳 石井 良男 小川 了平 幸寺 司 樋口 正理

6 1974田代 雅人 中川 正 中村 秀樹 藤居 慶一郎 松本 勝彦 加藤 嘉昭 佐野 博厚

3 1975宮部 昌彦 遠藤 泰生 下坂 東正

5 1976北村 雅俊 秋山 篤弘 井口 庄司 菅野 好次 高井 英光

4 1977横越 善嗣 郷田 謙一 清水 義孝 佐々木 林弥

3 1978石割 大樹 中農 勝見 緑川 忠雄

3 1979寺田 一也 水田 信爾 吉本 英夫

5 1980河野 澄男 斎藤 真哉 田仲 正幸 堀切伸一 松下 宗和 遠藤 康弘

9 1981岩佐 好高 下田 公彦 竹村 隆司 蓮見 和俊 山田 恭嗣 山本 一郎 足立 茂 片桐 彰一 斎藤 弘幸

2 1982荒尾隆嗣 佐藤 勝久

8 1983根岸 徹 菅原健一 秋本 英昭 佐藤 浩 守本 匡克 森 進 平井 憲宣 妹尾 勲

8 1984安部 信幸 栗原 裕明 斎藤 修 蓑田 克己 乾 祥二 脇川 正志 渡辺 博 小中 浩

8 1985飯澤 毅 大前 安史 金本 敬人 栗林 薫 小林 剛 堀 健一 水野 真人 林 正憲

5 1986藤井 和夫 尾崎 豊 二神 辰彦 宮崎 泰行 高岡 晃生

11 1987宇田 正彦 本田 知己 斉藤 茂樹 秋葉 昌彦 川部 修典 西下 由孝 吉村 祐二 大倉 一郎 菊地 寛 成田隆 西岡伸治

8 1988浦田 和弘 石井 則道 磯貝 久彦 大沢 誠 金森 哲也 今井 要 延原 秀樹 渡邉 弘幸

8 1989青森 晶 石垣 順康 金井 正樹 高澤 智 成澤 正幸 内田 常幸 西岡 浩介 吉沢 清志

6 1990東 英憲 横田 繁夫 石井 誠 鴨志田 学 近藤 暢治 酒井 茂

7 1991塚原 哲男 東郷 義之 中西 啓太 三上 智也 柳井 直樹 山内 一範 森田 秀一 森金 宗弘

17
1992

和田 健 中本 晋 秋竹 慎一 海老原 弘 大西 隆太 佐藤 綾一 中島 和彌 松枝 利彦 真砂野 透 竹村 英二 諸井 右一

木村 進 渡邊 信彦 川島 基寛 富増 剛 河津 善剛 林 宏直

10 1993青木 政則 佐藤 貴史 芳谷 兼昌 丸山 卓生 一郡 克行 内田 幸久 嶋田 剛久 白輪地 仁 村嶋 健児 森金裕貴

16
1994

岡部 忠明 岡本 謙 河井 隆宏 梶原 正史 宮木 和弘 佐藤 裕 小川 知将 清川 啓太 西澤 明彦 倉金 勝 田中 啓基

澁澤 彰美 内山茂樹 古屋 将 吉川 智徳 奈良 幹生

19
1995

秋吉 修 斉藤 孝徳 南畑 泰道 結束 崇之 井上 靖彦 杉山 竹晴 染宮 哲雄 中正 雄一 早瀬 秀史 宮城 修一 立原 康弘

原 敦 川東 友也 井関 純 浜 信宏 狩野 茂 加藤 雅憲 沢口 義昭 上村 晃士


