
三国丘サッカークラブ通信 Dec.2016（１）

『 新春恒例初蹴り会 』 2017年1月2日　10時～母校Gにて開催！ 引き続き　『　OB総会　』　13時半～三丘同窓会館2階にて

創部１００周年記念事業へのご協力有難うございました！

ご 挨 拶
会長：田守 恵幸（高 16 回）

平素は三国丘サッカークラブにご協力

をいただき厚くお礼を申し上げます。

創部 100 周年の記念祝賀会並びに記

念碑の除幕式を去る 11 月 6 日に行い

ました。

午前中の除幕式には、山口校長先生は

じめご来賓の方々、そして碑を寄贈して

いただいた部歌の作詞者の武井昇先輩

のご息女の竹ノ上ご夫妻に参列をいた

だき、川淵名誉会長及び関係者、現役部

員も参加し盛大に行われました。現役部

員約 40 名での部歌の斉唱は感動いた

しました。

午後からの祝賀会は、山口校長先生、

堺市長はじめ多数のご来賓の方々に出

席していただき 100名の参加で盛大に

和やかに行われました。また、全国大会

準優勝時の宿敵浦和高校の当時のメン

バー、浅見さん、轡田さんという日本サ

ッカー界の名士にも参加いただき花を

添えていただきました。当クラブからは

川淵名誉会長、三丘サッカー東京・大西

会長はじめ多くの先輩が出席されまし

た。各年代の代表の一言ずつのコメント

は 100年の歴史をつなぐ興味深いもの

でありました。

おかげさまで祝賀会も盛会で無事終わ

る事ができ 100周年記念事業も記念誌

の発行を残すのみとなりました。これも

今月には発行できる予定です。約 3 年

に渡り準備をして参りましたがこの間

多くの方々にご協力をいただき厚くお

礼を申し上げます。

新たな 100 年を歩む三国丘サッカー

クラブの今後を、現役強化の支援を第一

に充実をはかっていく所存でございま

す。今後ともよろしくご協力をお願いい

たします。

創部 100 周年記念事業の報告とお礼
100 周年記念事業準備委員会

委員長 嶋田 誠（高 14 回）

創部 100 周年記念事業は、平成 26 年 1 月に準備作業を開始し、同年 11 月 1 日

の浦和高校との OB 戦（私事ですが、前日に父が亡くなったため参加できず残念でし

た）を皮切りに、記念碑の設置（表面は部歌、裏面は主な戦績等、費用は作詞者 故 武

井様御遺族竹ノ上ご夫妻のご寄附）と除幕式、記念試合の残り…第 23 回川淵杯・泉

陽高校定期戦と天王寺高校との OB 戦、現役支援事業として試合用ユニフォーム 21

着とサッカーボール 100 個の贈呈、平成 28 年 11 月の記念祝賀会と、順次或いは

同時並行的に進め、本年 12 月の記念誌（記念事業の報告含む）の発行をもって終了

いたします。

この 3 年間、三国丘サッカークラブの皆様から、多大なご支援ご協力を頂戴いたし

ました。また、三国丘サッカークラブの役員等関係者及び準備委員会委員には、公私

共にご多用中のところ、各事業の計画・実施と関連する事務処理にご尽力頂きました。

改めて心からお礼を申し上げます。

三国丘サッカークラブの今後についてですが、まず足許を固めることが肝要であり、

以下について、提案しておきます。

①役員と学年リーダーが連絡・連携を密にして、クラブの人的基盤の強化（40 代～

20 代の若手 OB・OG のクラブ活動への積極参加）と財務基盤の強化（会費等収入

の確保、増収）について検討し、順次対策を講じていくこと

②現役チームの強化に関し、定期的に役員等と現役チーム間で意見交換の場を持ち、

現役サイドの対策とクラブの支援策を相互確認し、順次実行していくこと

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

創部100周年記念誌購入について

記念誌購入を希望される方は今回同封します郵便為替に

チェック頂き必要冊数をご記入ください。1冊3000円です。

申込みを受け次第順次お届けします。よろしくお願いします。
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（注）記念祝賀会参加者・協力募金者・協賛広告者には1部無償配布します。

公式HPをご活用ください!!
http://mikunifc .jimdo.com/

記念祝賀会などの写真も満載 !

ぜひご覧ください。
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U-18 3部Cリーグ（後期）
vs. 阪南大C  ゴール前での攻防

現役部員約40名がユニフォーム姿で部歌斉唱

記念碑を中心に

参加者が集合

【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）】

1 回戦敗退。

前半に先制点を奪うも、１－０のまま追

加点の奪えない状況が続き、後半に主力

の 3 年生の負傷交代もあり、最後の５分

間で続けて２得点を奪われてしまい敗退

となりました。

【高円宮杯 U-18 サッカーリーグ】

3 部Ｃグループ 4 位。

９勝８敗１分（勝点２８）

得点２８・失点２５・得失点差３

1 位の帝塚山泉丘高校とは勝点差１４、

2 位の阪南大高校Ｃとは勝点差１０とい

う、グループ４位の成績で日程を終えま

した。来年度も 3 部残留となります。

Ｕ-１８リーグの全日程を終え、3 年

生が全員引退しました。それ以降新チ

ームとして来年度に向けて、泉北カッ

プや天理カップに参加し、さまざまな

スタイルのチームと対戦し、経験を積

んでいます。１月から始まる U-18 リ

ーグでは、2 部昇格を目指し、また春

季大会では前回のベスト 32 以上の成

績を残せるように選手たちは練習に励

んでいます。

ＯＢ・ＯＧの皆さんも試合の際にはぜ

ひ応援にきてください。よろしくお願

いします。

文：田中 洋平（顧問）

初蹴り会案内
2017年1月2日（祝）10：00から

母校グラウンドにて開催！

若手からシニアまで、サッカーを愛する

すべてのOB諸兄がともに集い心地よい

汗を流しませんか。各期回お誘いあわせ

のうえご参加ください！

記念碑 除幕式
１１月６日（日）午前１０時２５分か

ら、三丘資料館前にて６名の引手によ

るサッカー部創部１００周年記念碑の

除幕式が挙行されました。山口校長先

生はじめ高校関係者、サッカー部顧

問・現役部員、川淵名誉会長、ＯＢ諸

氏、記念碑寄贈者の竹ノ上ご夫妻等多

くの方々が参加されました。この記念

碑の表面には「堺中学校～三国丘高校

サッカー部創部百周年記念碑」の文字

とともに部歌が、裏面にはサッカー部

の主な戦績等が刻まれています。

文：川口 清一（高 19 回）

今年度は堺リーグ 1 部に復帰し、大阪府リ

ーグも去年の3部リーグ2位の好成績を受け

て躍進が期待されたシーズンでした。しかし

終盤を迎えた現在、思うように結果が残せて

いません。

大阪府リーグ 3 部は 3 勝 4 敗、8 チーム中

6 位で終了しました。

堺リーグ 1 部は現在 1 勝 3 敗 2 分、1 部残

留は 2 月の最終戦の勝利にかかっています。

今年度、リーグに登録している部員数は 33

名を確保することができました。しかし、選

手の転勤などが相次ぎ毎回参加できるメンバ

ーが減り、公式戦もやっと 11 人ちょうどで

試合にこぎつけることもありまし た。

来年度は、大学生の新歓と共に中核となる社

会人選手の確保が課題です。

文：立川 新た（高 50 回）

第 23 回川淵杯（泉陽高校定期戦）
～三国丘サッカー部創部 100 周年記念試合～

今年度から施行された山の日（８月 11 日）に J-GREEN 堺のメインフィールドを初

めて使用して大会を挙行しました。川淵名誉会長にもご参加頂き、オープニングのシニ

ア OB 戦のキックインから現役対抗戦、表彰式と、暑い中、フィールド直ぐ側で観戦、

応援頂きました。試合後の懇親会にも参加頂き、三国丘 OB だけでなく、泉陽 OB とも

懇親を深めていただきました。OB 戦では、今回に合わせて新調したエンブレム付オレ

ンジカラーの T シャツを着て、三国丘サッカー黄金時代の乾さん（高 3 回）、大西さん

（高 4 回）が想定外でしたがピッチに立たれ８4 才、83 才とは見えない若々しいプレ

ーを見せられました。

現役戦の勝敗で決める川淵杯では、1-1 の同点から昨年に引続き PK 戦になり結果は

三国丘が敗戦しました。試合後には川淵さんからお話を頂き選手たちは決意を新たにし

ていました。その後は若手 OB の交流試合、試合後の懇親会と続き、100 周年事業の

一事業として濃密な一日を過ごすことができました。

文：畑 拓興（高 22 回）

写真左：三国丘シニアOBチーム

上：開会式／下：現役チーム試合前

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

　ＯＢ諸兄には日頃からＯＢ会の活動に温かい

ご支援を賜りまして厚くお礼申し上げます。今

年度の年会費につきまして、まだの方はご協

力のほどお願い申し上げます。

　平成29年度分のご協力もお願い申し上げ

ます。

平成28年度（1月～12月）

平成29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。


