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2018年1月2日に記念碑前にて撮影
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ご挨拶 初蹴り・ＯＢ会報告

第25回 川淵杯 泉陽高校定期戦は８月１２日（日）Ｊ-ＧＲＥＥＮ堺（人工芝）にて開催！

現役チーム奮闘中！ 更なるご協力をお願いします！！

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

は平素からクラブ運営に関しご協力をい

ただき誠にありがとうございます。今年

も新年早々から多数の OB の参加による

初蹴りに始まり、年度事業も順調に進め

ております。 

泉陽高校との定期戦（川淵カップ）も８

月１２日に決まり準備を進めています。

今年は２５回の記念大会になりますので

例年以上に多数の参加をお願いしたいと

思います。毎年白熱の現役戦をできるだ

け多くの OB で応援していただき、選手

の士気を高めてほしいものです。その後

のOB交流戦には J-GREEN堺の素晴ら

しいピッチで久しぶりに思い切りサッカ

ーを楽しんでいただければと思います。 

現役への支援に関しましては、昨年より

皆様にお願いしております現役強化寄付

のおかげで、今年も J-GREEN堺の人工

芝ピッチでの練習を続けて支援しており

ます。成果も明らかで春季の大阪大会は

４回戦まで進み、U-18 のリーグ戦も４

部の首位に立っています。今年も有望な

新入生が１６名入部して頑張っています。

当会としてもできるだけの支援をしてい

きたいと思います。 

そのためには何を申しましても会員の

皆様のご協力が必要です。何卒年会費の

納入と現役強化寄付の方よろしくお願い

いたします。 

第25回川淵杯
泉陽高校定期戦のお知らせ

　８月12日（日）15：00～19：00

J-GREEN堺（人工芝）にて開催

　今年度は25回記念大会です。三
国丘高校ＯＢ・ＯＧの担当で開催し
ます。終了後には、例年通りクラブ
ハウスレストランにて、懇親会を開
催します。若手の方も是非参加し
てください。皆さまの参加をお待
ちしております。
＊試合スケジュールについては、
決定次第、ホームページに掲載い
たします。

今年も１月２日に恒例の初蹴りを開催しました。８０名強のＯＢが参加し、心地

良い汗を流していました。 

今年は例年以上に若年のＯＢが参加してくれました。 

４０回台では同回同窓で連絡し合い、旧交を温める姿もありました。１００周年

記念碑を囲んで集合写真を撮影しましたが、皆さん良い顔をされていました。 

午後からはＯＢ総会を開催。 

平成２９年度の計画事業の遂行 

結果の承認及び、平成３０年度の 

事業計画を承認しました。今年も 

“現役チームの強化”を第一にＯ 

Ｂ・ＯＧの力を結集していくこと、 

皆様のご支援、ご理解をお願いい 

たします。 

    文：畑 拓興（高 22回） 

U-18リーグ戦で 4部に降格した 

チームは 71期が中心となり、リト 

リートした守備と縦に速いスタイル 

から、引いた相手にサイドチェンジ 

や狭い局面でのパス交換を意識し、 

主導的にゲームを進めるスタイルを 

目指しました。運動量、テクニック、 

コミュニケーションなど全てにおい 

て今まで以上のスキルアップが必要 

でした。 

チームはOBの皆様の援助による J-GREEN堺の活用などトレーニングの向上と、選

手たちの前向きな取り組みにより、U-18前期リーグで勝ちを重ね、自信と期待を持っ

て春季大会に挑み、4回戦まで力の拮抗した相手に自分たちのサッカーを存分に発揮し

ました。残念ながら PKでは完敗でした。これも 71期らしさだったようにも感じます。 

71期の大半の生徒は、引退し受験に挑みます。スタメン、サブ関係なく皆で新しいス

タイルに挑み続けた学年です。きっと次のチャレンジも全力で取り組んでくれると期待

しています。そして、引退せず選手権を目指す 7名の3年生と 1,2年生で 3部昇格と

新たなスタイルの定着を目指します。今後とも現役チームにご声援をよろしくお願いい

たします。                            文：顧問 長井 一也 

■4回戦 vs.千里高校

CKからの攻撃（PK戦敗退）
■2回戦 vs.豊中高校戦

雨中激戦を終盤の1点で辛勝

歓喜の1コマ

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

現役情報など掲載！ぜひご覧ください！



第39回 三丘体育会
　ゴルフコンペ参加報告

保護者会報告

平成29年度 会計報告 三国丘SC活動報告

三丘サッカー東京報告

三国丘サッカークラブ通信 Jun.2018（２）

学年リーダー懇談会

訃報

山下 誠一 さん（高10回）80歳

平成30年4月18日ご逝去されました

謹んでご冥福をお祈りいたします

平成２９年度は堺社会人リーグ（１部）

と大阪市社会人リーグに参加しました。

固定メンバーが揃わない中、ぎりぎりで

の試合が続きました。 

結果は、堺社会人リーグは２勝２分３

敗：勝点８の４位で１部残留を決めまし

た。上位定着には選手層の厚さが必要で

す。 

平成３０年度も引続き、堺社会人リーグ

（１部）と大阪市社会人リーグに参加し

ます。大学在学中のＯＢ、また若手ＯＢ

でサッカーを楽しみたい人、是非参加し

てください。希望者は立川キャプテン、

または事務局までご連絡下さい。お待ち

しております。 

第 39 回三丘体育会ゴルフコンペが、５月

１７日（木）に快晴の天野山カントリーク

ラブで開催されました。今回はバスケット

ボール部が世話役で当日は８８名が参加。

サッカー部からは７名が参加し、クラブ対

抗戦はソフトテニス部が初優勝、サッカー

部は入賞外でした。 

来年度第４０回大会は 2019 年 5 月 16

日（木）に卓球部が世話役で、堺カントリ

ークラブで開催される予定です。   

文：畑 拓興（高 22 回） 

OB の皆様、日頃は現役三国丘高校サ

ッカー部にご支援、ご鞭撻をいただき

誠にありがとうございます。第九期保

護者会会長に就任しました小林です。

会計:田中、ブログ:中塚の 3 役中心

に、しっかり現役サポートしていきま

すので、よろしくお願いいたします。 

さて、本年は４年に一度のワールド

カップが開催される年であり、サッカ

ーに対する世間の関心がより一層高ま

っております。そんな中、子供達は3

部復帰を目指し、日々懸命に汗を流

し、保護者の応援も例年以上に力が入

っております。 

諸先輩方におかれましては、お時間

の許す限りで結構ですので、現役の後

輩達への叱咤激励を頂戴できればと思

います。グラウンドでお会い出来るこ

とを楽しみにしております。本年も変

わらぬご協力を賜りますようお願いい

たします。 

文：会長  小林 豊茂 

恒例の新年ゴルフコンペを 1 月 7 日に 

千葉のヌーベル GC で行いました。 

東京支部総会のサブイベントとして、 

世代を超えて参加を呼びかけ、今回で 

７回目。当日は晴天に恵まれ、無風で 

かつ気温もサイコー。しかし前回エイ 

ジシュートでダントツ優勝された川淵 

三郎氏は、この日はなぜか不調。 

今となっては誰が優勝したのかも 

思い出せないのは、口達者な人も多く、 

プレーより賑やかさと楽しくをモットーにしているからでしょう。 

プレー後は各自持ち寄りの潤沢な商品を前にパーティー、全員おみやげを持ち帰りました。 

今回は総勢 12 名でしたが、益々の拡大を目論んでいますので、堺からの参加もお待ち 

しています。                    文：米田和威（高 27 回） 

昨年に引き続き「学年リーダー懇談会」 

を開催いたします。 

今年は、高校「30～39 回」、「40～ 

49 回」および「50 回以降」と 3 つの 

年代に分け開催日を 3 回設けて、できる 

限り気軽に話せるよう、年代別の「学年 

リーダー懇談会」といたしました。 

第 1 回目は高校 30～39 回を主な対象者として 6 月 15 日(金)開催いたしました（ニュ

ーミュンヘン南大使館にて、出席 20 人）。 

今後の予定は、第 2 回目は高校 40～49 回を主な対象に 7 月 20 日(金)、第 3 回目は高

校 50 回以降を主な対象に 9 月 7 日(金) です。奮ってご参加ください。ご案内はその都度

させていただきます。                文：種田 裕一（高 21 回） 

事務局だより ～年会費納入のお願い～

 平成30年度の年会費につきまして、ご納入を頂いて

おりますが、まだの方はご協力をお願いいたします。

※平成29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、現役の強化やＯＢ会の

　活動に使わせて頂いております。

平成30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。

前年度繰越金 230,384 ﾘｰｸﾞ加盟関係費 113,000

年会費 241,000 三丘体育会費 25,000

寄付金 19,000 泉陽定期戦負担分 24,010

ｻｯｶｰﾆｭｰｽ広告 0 現役活動補助 0

Ｔｼｬﾂ・ﾕﾆﾌｫｰﾑ売却 4,500 初蹴り会費用 9,882

記念誌販売 1,500 ﾕｰｽ協賛金 10,000

体育会ゴルフ 20,000 会議室借料 11,610

通信・送料・事務費 132,118

印刷費 22,165

交通費 30,000

慶弔見舞い 30,000

手数料 7,038

次期繰越金 101,561

合　　計 516,384 合　　計 516,384

前年度繰越金 1,237,282 現役活動補助 100,000

寄付金 340,000 J-GREEN堺使用料 96,000

次期繰越金 1,381,282

合　　計 1,577,282 合　　計 1,577,282

(2017年4月～2018年3月)

三国丘サッカークラブ一般会計

支出の部収入の部

(2017年4月～2018年3月)

三国丘サッカークラブ100周年記念事業基金

支出の部収入の部 田守 恵幸 

(高16回)

小孫 英樹 

(高21回)

畑   拓興

（高22回)

池側　 正 

(高28回)

立川 新た 

(高50回)

090-1025-2500

090-8790-5791

090-1141-9144

090-3284-7382

■三国丘SCチーム問い合わせ先■

shigeyukitamo@yahoo.co.jp

h-komago@komaq.jp

takuhata0111@gmail.com(変更)

ikegawat@gmail.com

tachikawa@aw.em-net.ne.jp

090-6664-4485

■写真■第1回（30回台集合）


