
三国丘サッカークラブ通信 Dec.2018（１）

ご挨拶

現役チーム奮闘中！ 更なるご協力をお願いします！！

第25回 川淵杯 報告

現役活動報告

写真右：選手権予選5回戦

vs帝塚山泉ヶ丘高戦CKからの攻防

会長：田守 恵幸（高 16回） 
 

会員の皆さまには日頃当クラブにご協

力をいただき誠にありがとうございます。 

今年も現役強化を第一に活動をしてお

り、昨年から行なっている J-GREEN堺

での練習を月に 5～6 回程度ですが継続

しております。少なからずその効果が出

ているのか、全国高校選手権の大阪予選

では昨年に続き５回戦まで進み、帝塚山

泉ケ丘に 1 対１、PK 戦で敗れましたが

ベスト 32と健闘しました。 

また、１年を通してのリーグ戦（高円宮

杯）も昨年 4 部に降格し涙を飲みました

が、前期リーグで 1 位になり後期の昇格

上部リーグで 2 位、プレーオフに進み、

見事これに勝利し、1 年で 3 部昇格を果

たしました。現役諸君の健闘を讃えたい

と思います。このように少しずつ力をつ

けてくれています。当クラブとしてもこ

の支援を続けていきたいと思います。そ

のためにも去年から願いしております現

役強化特別寄付をどうかよろしくお願い

します。 

8月12日には泉陽高校との定期戦（川

淵カップ）を行いました。平成 6 年に両

校グラウンドを交互に使用して始めたこ

の定期戦も、早いもので今年で２５回の

記念大会となりました。毎年熱戦を重ね

てきましたが今年は残念ながら敗れまし

た。２５年を期して、また平成から新年号

に変わることでもあり来年度はカップの

新調を川淵さんにお願いして、新カップ

での争奪戦になります。期待したいと思

います。 

今年度事業もなんとか順調に進めてお

りますが何を申しましても皆様の年会費

によって活動しております。今年は納入

が少なく活動に支障をきたすような状態

です。何卒皆様のご協力を心からよろし

くお願いいたします。 

リーグ戦では、上位リーグの出だし２戦で大きく躓いたものの残留した７名

の３年生を中心に粘り強く勝ち点を重ね２位となりました。プレーオフでは

自分たちらしいサッカーはできませんでしたが、ＰＫで勝利し目標の３部昇

格を果たしました。 

選手権では、清水谷、天王寺、夕陽丘、常翔を僅差で破り、ベスト１６をか

けて帝塚山泉ヶ丘に挑みました。結果は残念ながらＰＫによる敗戦となりま

したが、大会を通して三国丘高校サッカー部はこんなサッカーをするんだと

胸を張って言えるチームに成長しました。１年間を通してチームも部員も一

回りも二周りも大きくなったと実感しております。これも、ＯＢの皆様のお

力添えと保護者会の皆様のご理解あってのものです。 

次年度以降も、三国丘で３年間サッカーをして良かったと言い切れるチーム

づくりを目指します。今後ともよろしくお願いいたします。 

文：顧問 長井 一也 

平成で最後の大会になりました。今年も 3年生は模試と重なり不参加で、新チー

ムでの対戦となりました。春季大会ベスト 32の主力抜きで、チーム練習も準備不

足の印象。試合開始早々にセットプレーから失点、中盤は互角以上に戦いチャンス

はありましたが無得点。後半にも失点し、０－２で川淵杯は泉陽に渡りました。そ

の後、高円宮杯 U-18の上位リーグで対戦し、１－０で雪辱し、3部昇格復帰へ

と繋ぎました。                    文：三国丘 SC事務局 

選手権予選4回戦集合写真

引き続き『OB総会』　１３：３０～三丘同窓会館２階にて

母校グラウンドにて開催！

『新春恒例初蹴り会』   ２０１９年１月２日　１０：００～

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！
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学年リーダー懇談会

保護者会報告

三丘サッカー東京総会報告

三国丘SC活動報告
新入部員大募集!!

ぜひグラウンドに足を!!

■写真■

堺リーグ、Vs,レクレアブルー

ゴール前の攻防

5 月に新任された小林会長ご夫妻を先

頭に、積極的に現役のサポートをして頂

いています。井原前会長はじめ 3年生

保護者との連携もとれ、7名の選手が新

チームに残り、昇格プレーオフまた、選

手権の最後まで闘い3 大会連続ベスト

32 に繋がったのも、保護者会活動の陰

の功労と言えます。現役支援に対しての

三国丘 SCとの連携をますます深めてい

きたいと思います。 

文：三国丘 SC事務局 

学年リーダー懇談会については、3回難波

周辺にて開催し、①6 月 15 日(金)20 人、

②7月 20日(金)9人、③9月 7日(金)12

人、合計参加人数は延べ 41人でした。 

回数別の延べ人数は、10回代－5人、20

回代－15 人、30 回代－14 人、40 回代

－7人、50回代－なし、でした。 

目的として、学年リーダーおよび会員間の

懇親を図るために開催しましたが、参加さ

れた方の間では交流ができたと考えており

ます。金曜日の夜 7時の開始と設定しまし

たが、参加人数は期待したより少ない結果

となりました。①回目には 30 回代の方は

多く参加していただきましたが、②③回目

では 40 回代、50 回代以降が少ない結果

となりました。 

原因としては、会員へ参加の声掛けが少な

かったこと、若い人には飲み会を好まない

方が多いこと、また若い方は東京の会社が

多いことなどが上げられます。来年に向け

ては、一工夫が必要と考えております。 

会員みなさまの来年の参加を期待してお

ります。よろしくお願いします！！！ 

文：種田 裕一（高 21 回） 

2018年11月2日(金)、日本サッカー協

会(JFA ハウス)に32名のOBが集まり、

第11回三丘サッカー東京総会が開催され

ました。 

司会者挨拶に続き、大西東京会長から会

長退任の挨拶がありました。東京OB 会に

大いに貢献くださった大西前会長には、出

席者全員から感謝の拍手が送られました。 

後任として、米田新会長(高 27回)・吉田

仁新幹事長(高 38回)のもと、新体制が発

表され三丘サッカー東京の盛況に尽力す

る決意表明がありました。 

暫しブレークの後、インタビュー形式で

の川淵三郎名誉会長からのお話。インタビ

ュアーは、栗原聡さん(高 25回)と吉田仁

さん。お二方の独自の持ち味を活かした鋭

い質問に、川淵先輩は雄弁に応答。メディ

アには載らない話を聞くことができるの

も、本会の醍醐味のひとつであります。 

出席者有志からの近況報告では、全国か

ら集まった同窓が各々の活躍を発表。 

田守大阪会長と米田東京新会長による対

談では、現役サッカー部の強化に向けた取

り組みが議題に。今年好成績を収めた現役

チームが更に飛躍できるよう大阪・東京

OB が協力する事を約束しました。 

最後は、恒例の記念撮影と部歌斉唱。大

いに盛り上がってのお開きとなりました。 

今年も会場・食事等の手配にご尽力いた

だいた、川淵先輩秘書の飯塚様には心から

御礼申し上げます。 

文：山内 裕次（高 46回） 

今年度も、堺サッカー連盟 1 部リーグと

大阪市サッカー連盟主催の大阪市会議長

杯（リーグ戦）に参戦しています。堺リー

グは今年度１部 3 シーズン目で、そろそ

ろ上位定着をと臨んでいますが、相変わら

ずメンバー定着がままならない状況で選

手確保に苦労しています。ただその中で新

卒の 2 名が加入してくれ、今後のチーム

若返りと、継続性に期待しています。 

①堺リーグ（11 月末現在）： 

3 勝（1 不戦勝含む）2 敗、勝ち点９、

暫定４位/８チーム 

②-1 大阪市会議長杯１部リーグ前期 

（大阪市社会人サッカーリーグ）： 

4 位/6 チーム 

②-2 大阪市会議長杯１部リーグ後期 

（大阪市社会人サッカーリーグ）： 

1 試合消化 1敗 

★地方協会登録のため掛け持ち登録可能。

活動は日曜日のみ。主に人工芝G で試合

します。 

★OBでサッカーをしたいけどその場、機

会がない方、是非、役員までご連絡くだ

さい。 

文：立川 新た（三国丘 SC主将） 

　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、昨年末から多くの

ご納入を頂いておりますが、まだの方はご協力

のほどお願い申し上げます。

 2018年度分のご協力もお願い申し上げます。

 

2018年度（1月～12月）

2019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。

事務局だより ～年会費納入のお願い～

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)

ikegawat@gmail.com

tachikawa@aw.em-net.ne.jp

090-6664-4485

shigeyukitamo@yahoo.co.jp

h-komago@komaq.jp

takuhata0111@gmail.com(変更)

090-1025-2500

090-8790-5971

090-1141-9144

■三国丘SCチーム問い合わせ先■

090-3284-7382


