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発行人 麗和サッカークラブ会長 関根弘之

会長挨拶
異常ともいえる暑さも峠を過ぎ、やがて到来す
る過ごしやすい季節が待ち望まれますが、皆様

関根弘之（高 23）
がっています。具体的な情報が入り次第、HP
でご連絡する予定です。

いかがお過ごしですか。会長を拝命して 2 年目
となり、何か取り組みをしなければと思うので
すが、閃きなどほど遠い凡夫ですので昨年初め
た HP の運営と名簿の整理を続けていこうと考
えております。
年間の事業は皆様のおかげをもちまして滞
りなく実施されております。しかし、事業に直
接参加される方は特定される傾向にあり、より
多くの方が集まれるような工夫をしたいとこ

私事ですが、現在審判インストラクターの仕
事をしております。ご存じのように今年の競技
規則の改正は多岐に亘っています。指導する立
場としては今までのようなわけにはいかず、５
月から６月にかけて英語の辞書を傍らに原文
をよむ作業がつづきました。おかげで、少しは
理解が深まったと自負しております。この勢い
で英語力もと期待しているのですが、どうやら
それは虫の良い話しのようです。

ろです。
さて、かつて浦和高校が全盛期の頃、全国大
会の決勝で対戦した三国ヶ丘高校（大阪）が創
部１００周年に当たり、当時の OB の方々が中
心となって交流をしようという機運が持ち上

私が２０代の時、３人の浦和高校出身の国際
審判員が現役で活躍されていました。チームと
しての成績とともに、審判員を希望する人材が
育つことも願っています。

副会長就任あいさつ
小林利成（高 31）
この度時の流れに身を任せていたところ、関
根執行部のもと副会長という大役を仰せつか
りました、高校 31 回卒の小林利成です。
幹事長の田口君と同期で、我々の現役当時は
元 J リーガーの水沼貴史氏らを擁する浦和南高
校が全国制覇をしていた時代で、であるからで
はなく、スター選手もおらず半数以上がサッカ
ー未経験者の集団による、まさに浦高サッカー
部の暗黒の時代でした。当時の監督、コーチで

るのがさぞかし辛かったことと推察致します。
しかし今の我々31 回は、変わらず戦力にこそ
なりませんが、苦汁をなめ続けた分結束力は強
く OB 戦にはかなり結集します。そんな同期た
ちを嬉しくそして誇りに思います。こんな思い
は何にも変え難い財産であり、他の OB の方々
にも是非味わって戴きたいことなのです。
‘ひとりひとりから’ です。ぜひ同期一人一人
に声をかけ、気軽に我々の受け皿である麗和サ

ご指導頂いていた故倉持守三郎、柴田宗宏両先
ッカークラブに足を運んでみて下さい。
生方は、日々頭を悩ませていたことと思います。
私は昨年 1 月 19 日に不慮の事故に遭い脳挫
そして諸先輩方は我々の不甲斐ない戦績を見
傷を受傷し、緊急開頭血腫除去及び挫傷部除去

術を受け、意識のない 7 日間を ICU で過ごし
ました。同期を始め多くの浦高サッカー部の先
輩後輩の方々から励ましを戴き、現在麻痺もな

浦高サッカー部同窓の皆様、是非同期たちに
声をかけ、久々に集まる場として麗和サッカー
クラブを利用して下さい。そして新たに貴重な

くヨタヨタしたサッカーではあるものの、みん
なとピッチでボールを蹴ることができるよう
になりました。この愛すべき同期たちがいなけ
れば今の私は存在しません。

財産を貯えて下さることを切に望みます。
私も現役時代にお役に立てなかった分、微力
ではありますが浦高サッカー部に貢献できれ
ばと思います。宜しくお願い致します。

第１５回 浦和４校サッカー部ＯＢ交流会
１．ホスト校 さいたま市立浦和南高校サッカー部 OB 会
２．日

時

平成２８年９月２２日（木）秋分の日
８：００～
集合・受付・着替え
８：２０～
開会行事＆準備運動
９：００～１３：３０ 交流試合
１４：００～１６：００ 懇親会＆閉会行事
３．会
場 レッズランド（人工芝）＆懇親会は、レッズランドホール
４．チーム編成＆試合規定
※選手交代人数は、無制限とする。
◎Ａチーム（５０歳以上）
：２０分１本ゲーム
◎Ｂチーム（３５歳～４９歳） ：２５分１本ゲーム
◎引分けの場合は、１回戦のみＰＫ戦（３人）
決勝戦・３位決定戦の引分けは、両校優勝・両校３位
☆エキジビションゲーム（６０歳以上の混成チーム VS 浦和市立女子チーム）
５．ユニホーム OB 会にて用意する。
※スパイク、レガース等は、各自で用意。
６．雨天の時 雨天決行！（台風等で中止決定→前日に各校へ連絡！当日連絡なし）
７．その他 路線バスかタクシーか乗用車に同乗して集合してください。
８．試合日程（※各チーム共に２試合行います。）
試合

試合時刻

対戦チーム

主審／線審

①

9：00～

9：25

浦高Ｂ ＶＳ

市高Ｂ

南／西

②

9：30～

9：55

西高Ｂ ＶＳ

南高Ｂ

市／浦

③

10：00～ 10：20

浦高Ａ ＶＳ

市高Ａ

西／南

④

10：25～ 10：45

西高Ａ ＶＳ

南高Ａ

浦／市

10：50～ 11：10

エキジビション１回目

☆

当日決定

⑤

11：15～ 11：40

(

)高Ｂ ＶＳ (

)高Ｂ

決勝２校

Ｂ３決

⑥

11：45～ 12：05

(

)高Ａ ＶＳ (

)高Ａ

決勝２校

Ａ３決

☆

12：10～ 12：30

エキジビション２回目

当日決定

⑦

12：35～ 12：55

(

)高Ｂ ＶＳ (

)高Ｂ

３決２校

Ｂ決勝

⑧

13：00～ 13：25

(

)高Ａ ＶＳ (

)高Ａ

３決２校

Ａ決勝

最後のＡチームの決勝戦まで参加者全員で観戦・応援しています。
９．問い合わせ 麗和サッカークラブ reiwasc1923@yahoo.co.jp

現役情報
サッカー部監督
松村道彦（高２７）
夏休みも残り数日となり、現在高校サッカー選手権一次予選が開催されています。浦高は
県２部リーグに所属しているため、１０月１５日（土）に開始される二次予選からの出場と
なります。抽選は９月７日（水）に行われます。県協会 HP ならびにサッカー部 OB 会 HP に
掲載されますのでご覧いただければと思います。

さて前回の会報で掲載できなかった活動状況について報告いたします。
・高校総体県予選（５月末～６月）１回戦

対松山高校

２－０

２回戦 対東京農大第三高校

延長２－３

農大三高戦は終了直前まで２－１でリードしていましたが追いつかれ、延長

で突き

放されてしまいました。残り時間の戦い方の未熟さを思い知らされた敗戦でした。
・U18 県リーグ 支部リーグ

U16 支部リーグ

現在進行中で県 L は８月２１日より後期リ

ーグにはいりました。現在勝ち点がとれずリーグ最下位という戦績で OB の方々には大変
申し訳ない状況の報告となりました。幸いこの夏でチーム力がアップしてきており、後半
にできる限り勝ち点を取りたいと練習に取り組んでおります。支部リーグは４勝３分２敗
で残り７戦、U16 は５勝１敗で残り４戦を残しています。最後まで頑張らせ、上位リーグ
昇格を目指します。リーグ戦の状況も HP に掲載されますのでご覧ください。
・夏季校外合宿は７月２１日～２５日まで、４泊５日で昨年と同じ菅平高原で１・２・３
年合計９４名で実施しました。幸い天候にも恵まれ、体調不良の生徒も無く無事終了でき
ました。期間中 OB 会 関根会長さんにもご指導いただいたことを報告いたします。

最後になりましたが、７月に幹事長

田口氏より OB 会からの現役補助金を受け取りま

した。この紙面をお借りして OB 会の皆様にお礼申し上げます。ありがとうございました。
今後もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

平成２８年通常総会報告
６月５日（日）に上記総会が開催され、用意された審議事項、報告事項全て承認を
頂きました。有難うございました。
＜審議事項＞
（１）平成２７年度 事業・決算報告
（２）平成２８年度 事業・予算（案）
（３）新副会長の選出（３１回卒 小林利成さん）
＜報告事項＞
（１）現役報告
（２）その他
＊ 総会終了後 懇親会（「倉持先生を偲ぶ会」も含めて）を行いました。
＊ 開会に先立ち、【若手 OB vs 現役】
、【ベテラン OB vs 浦和一女サッカー部】の
試合が行われ、参加者の元気なプレーが見られました。来年は俺も試合にでてやろう
という方お待ちしています。

会費納入方法について
○
○
○

社会人１口 5,000 円
学生（浪人生を含む）1 口 2,000 円
郵便振込 ⇒ 同封の振込用紙をご利用ください。（振込手数料当会負担）
銀行振込 ⇒ 埼玉りそな銀行 さいたま新都心支店 普通 0273349
麗和サッカークラブ（レイワサッカークラブ）
※振込手数料は、ご負担ください。
※必ず卒業回あるいは卒業年度を振込人前に記載してください。

（例）３１回 田口智雄
＊毎年度予算目標達成に大変苦労しております。社会人の方は、できる限り２口以上
の会費納入へのご協力を何卒宜しくお願いします。

転居等により会報送付先の住所が変更になる場合には、下記の担当者にメールまたは
FAX にてお知らせください。

幹事長：田口 智雄
共有メール：reiwasc1923@yahoo.co.jp
FAX：０４８－７９５－５８６８

