
第２３回 川淵杯 泉陽高校定期戦は８月１１日（木・祝）J-GREEN堺(メインフィールド) にて開催！

創部１００周年記念事業着々と進行中！

三国丘サッカークラブ通信 June.2016（１）

堺中学・三国丘高校サッカー部  創部100周年協力募金のお願い

記念事業をより良いものにするため、一人でも多くの会員のご支援・協力募金を賜りたく、何とぞよろしくお願い申し上げます。

協力募金要項
①目標額　５００万円

②募金方法　1口　5,000 円　（学生は1口　3,000 円）

　＊目標達成のため、なるべく 2口以上のご協力をお願い申し上げます。

③振込方法

（1）郵便振替

　郵便振替用紙（年会費と協力募金兼用）をご利用ください。

　住所、氏名、卒業回（中、高）をご記入後、郵便局からお振込み願います。

　『郵便局　00930-8-300746  三国丘サッカークラブ』

（2）銀行振込

　次の銀行口座へお振込み願います。振込む際、会員氏名の後に卒業回をご記入ください。

　『三菱東京ＵＦＪ銀行　堺東支店　普通4665017

　口座座名義人　三国丘サッカークラブ会計　藤井武夫（フジイ タケオ）』

　＊振込手数料は各自ご負担願います。

【問い合わせ先】

　100周年記念事業準備委員会　募金担当

　小孫 英樹（高21回）090-1141-9144　h-komago@komaq.jp

　種田 裕一（高21回）080-1416-8016　taneda.hirokazu@gmail.com

　阪口 香月（高23回）090-8537-8801　kazuki@ja2.so-net.ne.jp

過去のクラブ活動写真・記事等は・・・

以下にお送りください。

川口清一【私宅】

〒630-0201奈良県生駒市小明町1729－6

　　　　TEL：０７４３－７３－７１８０

　　　　メール：ma78ca34ml@kcn.jp

みなさまのご協力をお願いいたします。

写真：2016年1月 初蹴り集合

※初蹴りとOB総会報告は裏面に

あります。

ご 挨 拶
会長：田守 恵幸（高 16 回）

三国丘サッカークラブの会員の皆様には

益々ご健勝の事とお喜び申し上げます。

平素は当クラブの運営に関しご協力をい

ただき厚くお礼を申し上げます。

三国丘高校サッカー部は大正５年の創部

以来長い歴史を繋ぎ、今年で１００周年を

迎えました。この間、輝かしい成績を残し、

名選手を多数輩出し、素晴らしい伝統を築

いてきました。このお祝いをする１００周

年記念事業として８月１１日の記念試合

（川淵カップ泉陽定期戦）、１１月６日の記

念碑の除幕式と記念祝賀会の挙行、記念誌

の発行、現役への記念品の贈呈といろいろ

計画を進めています。

当クラブも１００年を迎え、延べ会員数は

１０００名を超える大きな組織になってい

ます。この会員の総力を結集させて是非と

もこの記念事業を成功させたいと思います。

そのためには、各事業にできるかぎり万障

繰り合わせ参加をしていただき、ご協力を

していただく様、切にお願いする次第でご

ざいます。よろしくお願いします。

「創部 100 周年記念事業」準備・実施状況報告

100 周年記念事業準備委員会 委員長 嶋田 誠（高 14 回）

創部 100 周年記念事業の内容と準備・実施状況は以下のとおりです。

（１）記念試合の実施

①浦和高校ＯＢチームとの試合：平成２６年１１月に東京で実施済み

②第２３回川淵杯（泉陽高校との定期戦）

：平成２８年８月１１日（祝・木）Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺

③天王寺高校ＯＢチームとの試合：日程等調整中

（２）記念碑の設置

①平成２８年４月、製作・据付業者へ発注済み、平成２８年１０月に設置予定

②石碑（上石）寸法：幅８０cm,高さ１００cm,厚さ２０cm

③碑文：表面・部歌、裏面・全国大会出場歴及び川淵氏の功績

④除幕式：平成２８年１１月６日、記念祝賀会の当日、午前中

（３）現役支援

ユニフォーム及びボールを贈呈、数量等最終調整中

（４）記念祝賀会の挙行

平成２８年１１月６日（日）１２時～、ホテル・アゴーラ リージェンシー堺

会次第、来賓予定者等最終調整中

（５）記念誌の発行

①収録内容

・サッカー部（現役・ＯＢ）活動の１００年の歩み、現状、将来展望

  資料・写真・原稿等あれば、７月末までにご提供下さい。

・記念事業（１）～（４）の概要

②発行時期 記念祝賀会終了後、１２月頃を予定。

会員諸兄のご参加、ご協力、ご支援（ご寄付等）の程、よろしくお願い申し上げます。



三国丘サッカークラブ通信 June.2016（２）

写真：川淵氏受賞を祝う会
（山下氏は後列左から4番目）

写真：堺種目別大会２回戦
Vs.アルバトロス戦後

■第37回 三丘体育会
　ゴルフコンペ参加報告

写真：春季大会４回戦
Vs.八尾高校戦後

３年生、２年生集合

■初蹴り・OB総会報告

田守 恵幸 (高 16回) 090-3284-7382 shigeyukitamo@yahoo.co.jp

小孫 英樹 (高21回) 090-1141-9144 h-komago@komaq.jp

畑 拓興 （高22回) 090-8790-5791 takuhata@bea.hi-ho.ne.jp 

池側 正 (高28回) 090-1025-2500 ikegawat@gmail.com

立川 新た (高50回) 090-6664-4485 tachikawa@aw.em-net.ne.jp

■三国丘SCチーム問い合わせ先■

事務局だより ～年会費納入のお願い～

 平成２８年度の年会費につきまして、ご納入を頂いておりま
方々もおられますが、まだの方はご協力をお願いいたします。

※平成２７年度を含む過年度未払い会費についての納入に是非
　ともご理解ご協力をお願いいたします。
※納入いただきました会費は、現役の強化、OB会活動に使わせ
　て頂いております（次号で会計報告予定）。

平成28年度（1月～12月）

（年間）　3,000円

＊郵便払込用紙（手数料無料）をご利用ください。

三国丘 SC 監督：池側 正（高 28 回） 

２015年度は大阪府社会人リーグの 2年

目。3 部 F ブロックで 7 戦 5 勝 2 敗（勝

点 15）で優勝を逃し 2 位。残念ながら

2016 年度も 3 部での戦いになりました。 

堺社会人リーグでは、2 部 A ブロック 5

勝 1分 1 敗でブロック優勝し、1 年で 1部

復帰を果たしました。2016 年度は新入部

員 6 名が加わり、1 部での上位定着目指し

てチーム力強化を図っていきます。リーグ

戦スタートは 7月の予定ですがその前哨戦

である種目別大会がスタートしました。昨

年の決勝戦で敗れたアルバトロスと 2回戦

で早くも対戦、2-1 で雪辱を果たしベスト

８に進出しています。創部 100 周年記念

を飾るうえでも種目別大会、リーグ戦と、

是非ともタイトル獲得を目指します。 

皆様の応援を宜しくお願い致します。 

5 月 18日(水)、好天に恵まれた天野

山カントリークラブで今回の幹事クラブ

の野球部のお世話のもと、総勢 98 名が

参加して開催されました。サッカー部か

らは初参戦の 2名を含む 15 名が参

加。参加最多人数のパワーとチームワー

クを発揮し、クラブ対抗戦では 11 年ぶ

り通算 6 回目の優勝を果たしました。  

文責：畑 拓興（高 22 回） 

年間の公式戦は、１年間を通して戦うリ

ーグ戦：①高円宮杯U-18 サッカーリーグ

（１月～９月）と、２つのトーナメント大

会：②春季大会（兼高校総体予選、近畿高

校選手権大阪予選）、③秋季大会（大阪高校

総合体育大会兼全国高校サッカー選手権

大阪大会）があり、他には堺サッカー連盟

が主催で行う④堺ユースサッカーフェス

ティバル大会、⑤堺市種目別大会（高校生

の部）に参加しています。  

今年度の指導体制は、３月末で顧問の宮

川先生、樋川先生が退職されましたが、後

任にサッカー経験者の長井先生が岬高校

から転任、副顧問として実指導に当たって

いただき、田中洋平顧問と２人体制で指導

頂いています。  
 

今年度の現在までの戦績は以下の通り。 

①３部 C ブロック１０チームの２回戦 

総当りですが、1 巡目を終了し９戦５勝

４敗（勝ち点１５）で折返しました。首位

との勝ち点差は”６”、直接対決で勝て

ば逆転の可能性を残しています。今後、新

チームで上位進出を狙っていきます。 

②春季大会は、公立強豪校の摂津高校に 

３回戦で PK 勝ちし、７年ぶりに５回戦

に進出しましたが私立強豪校の壁は厚く、

阪南大高に０－５で敗退しました（ベス

ト３２）。 
 

＊トーナメントで選手たちはよく闘い、 

自信を付け、チーム力も大きく伸長しま

した。残念ながら主力の３年生の多くが

この大会で引退しましたが、残った３年

生と２年生以下のメンバーがレベルを維

持しながら、新体制のもと次のステージ

への向上を期待します。OB・OGのみな

さん、是非楽しみにしてください。応援を

お願いします。 
 

＊U-18 の試合結果 
http://www.ofa-tec.jp/gm/gmresult.cgi?tsl=39#  

平成２８年も１月２日（土）に恒例の初

蹴りを挙行しました。２０年以上ぶり

に、現役部員有志１５名が参加し、OB 

チームとの練習試合で、創部 100周年の

幕を開けました。天候に恵まれ、穏やか

な陽光の中、７０名近い OB に参加いた

だきました。 

参加頂いた先輩方の年齢層も野村相談役

（高４回）から最近の６６回卒まで、実

に６２年に亘り、プレーも二宮さん（高

9 回）はじめ、田守会長（高１６回）を

含めたシニアメンバーも１５分間でした

がゲームを楽しみました。 

今年は４３～４６回の 40 歳代シニアと

三国丘サッカークラブ結成当時（２００

５年）の主力５４～５６回、今年のチー

ムの主力メンバーの６３回、６６回組が

大勢参加してくれたのが特徴でした。限

られた時間の中ですので、満足していた

だけたかは？ 

改善の余地は残ったと思いますが、来年

以降も継続していきますので OB・OG 

のみなさん、是非もっともっと参加して

盛り上げてください。 

  文責：畑 拓興（高 22 回） 

日本サッカー協会最高顧問の川淵三郎氏 

（高７回）文化功労章に顕彰 

（川淵氏コメント） 

「１９９１年にＪリーグを創設して以来、

“豊かなスポーツ文化の振興と国民の心身

の健全な発達への寄与”という理念をどう

具現化していくかということで、多くの仲

間と共に活動してきた。そのことが評価さ

れたことを心から嬉しく思う」と喜びを述

べられ、各クラブが「地域密着」を理念に

掲げて努力し、地域の特性を生かした個性

豊かな活動をしていることや、自治体のト

ップがＪリーグの存在意義を認めたことで

多くの為政者にＪリーグの理念や価値が行

き渡ってきたことなど、感慨を込めて振り

返っておられます。 

元日産自動車副社長山下光彦氏 

（高２４回）藍綬褒章受賞 

（山下氏コメント） 

「このたび、藍綬褒章を賜りましたこと

は、大変光栄であり、身に余ることと思っ

ております。私は昭和５４年に日産自動車

に入社以来、研究・開発部門において、電

気自動車をはじめとする新商品や新技術の

開発に永年取組み、お客様に喜びと感動を

感じていただけるよう努力してまいりまし

た。また、社業に加え日本自動車工業会で

の活動を通じ、業界全体での安全・環境技

術の向上に微力ながら取り組んできたこと

が、藍綬褒章を戴いた理由と考えます。」 

第23回川淵杯
泉陽高校定期戦のお知らせ

　８月１１日（木・祝）15：00～19：00

今年は、１００周年記念事業の一環
として、メインフィールドを確保しま
した。現役・ＯＢ・保護者の方々たく
さんご参加頂き、各年代で集まり交
流の一日を過ごしましょう。
今回は、川淵先輩もご参加頂ける
ように最終調整中です。

J-GREEN堺ﾒｲﾝﾌｨｰﾙﾄﾞにて開催


