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新緑の候、OB の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

令和 3年度より下記のとおり OB 会長を拝任いたしました北川芳樹でございます。さて、

令和 2 年は新型コロナウイルスの猛威によりさまざまな混乱が生じた年でした。ラグビ

ー部においても、感染予防のため大学からの指導により練習が制限されました。授業が

リモート授業で行わるなど苦難の連続でした。一昨年二部に降格し、再起を期して臨ん

だリーグ戦も思うような結果を出すことができず、二部 6 位におわりました。令和 3 年

度は一部復帰を期待したいと思います。それには OB の皆様のご協力が不可欠です。お力

添えを頂ますようどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

                           (82 期 北川芳樹) 

 

1. OB 会役員改選の報告について 
昨年度は、コロナ禍により公式戦がすべて無観客試合となり、OB 総会も中止の運びとな

りました。OB 会における最も大きな出来事として、OB 会長を 10 年間に渡りお引き受け頂

いておりました 58 期川﨑則夫会長より「そろそろ高齢でもあり、佐賀県から東京に出るの

も大変である」とのお話があり、副会長の北川に後任会長の選任手続きの任命がございま

した。 

68 期の天野先輩(副会長)、69 期の鯨岡先輩、79 期の石川先輩、81 期の熊谷先輩、同、

加藤先輩に会長選任の相談をさせて頂きました。本来お会いしてご相談申し上げるところ

ですが、時節柄諸先輩にはお電話で連絡をいたしました。最終的には川﨑会長から「北川

が会長を引き受けてはどうか」と提案を頂き、本来であれば OB 総会の場で承認の決議を得

るところではございますが、川﨑会長を副会長としてサポートした経験から北川が会長を

拝任させて頂く運びとなりました。併せて天野副会長からも後任への引継ぎの申し入れが

ございましたので、新役員を北川が選任させて頂きました。新役員の選任につき、ご報告

が事後となり大変恐縮をしております。何卒ご承諾頂きたくお願い申し上げます。 
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2. 令和 3 年度 OB 会新役員 
会 長    北川芳樹（82 期） 

副会長    角 忠英（85 期） 

副会長    河野好准（102 期） 

会  計    村松芳弘（84期） 

広  報    渡辺 功（87 期） 

 

郵送されたＯＢ会たよりには、誤って「令和 2年度」となっておりました。 

お詫びして訂正いたします。 

 

3. 新副会長ごあいさつ 
この度、拓殖大学ラグビー部 OB 会副会長を拝命いたしました 85 期の角と申します。河

野副会長と共に北川会長をサポートさせていただきながら活気ある OB会になるよう尽力い

たします。どうぞ宜しくお願いいたします。 

今シーズン、我がラグビー部は残念ながら関東大学リーグ戦二部からのスタートとなり

ますが早期に一部昇格を果たし、再度大学選手権出場を目指すラグビー部になることが OB

各位の悲願であることは言うまでもありません。その為に OB 各位が意志結集をし監督、ス

タッフ、学生への物心両面から支援ができる体制作りに取り組む所存でございます。併せ

て皆様のご協力を宜しくお願いいたします。 

（85 期 角 忠英） 

 この度、副会長を拝命いたしました 102 期の河野好准でございます。 

早いもので、拓殖大学を卒業して 18年が過ぎました。学生時代は主務をしておりました。

副会長就任にあたり、OB 会を少しでも活気づけることができるよう尽力いたします。 

そのためには、幅広い年代の方が OB 会に参加できるよう、皆様のつなぎ役になれるよう

努力する所存です。 

若輩ゆえ、なによりも諸先輩のお力添えがあってこそと考えます。どうぞ、ご指導ご鞭

撻のほどお願い申し上げます。 

（102 期 河野好准） 

 

4. 能登町長に大森凡世氏（83 期）当選 
  拓殖大学ラグビー部 OB の大森凡世（おおもり かずよ）先輩（83 期）が、石川県能登 

町長選において当選されました。ご活躍されることをご期待します。 

https://www.hokkoku.co.jp/articles/-/362861 



5. OB 会費納入のお願いについて 
(1)OB 会費振込先 
① 三井住友銀行 
店番号 671   池袋東口支店   口座番号 7906503  

口座名  拓殖大学ラグビー部 OB 会 
② ゆうちょ銀行   

   口座番号    00190-6-396484 
                     口座名   拓殖大学ラグビー部 OB 会 

入金の整理の都合上、お振込み時の際、卒業期（卒業年でも可）の記入お願い致し 
ます。 

4月 1日～翌年 3月 31日を会計年度としております。ご入金を頂いた年度の会費と

して集計しております。振込日にご留意ください。 
    

6. 令和 2 年度決算報告について（資料 1） 
ホームページへの掲載については、決算報告書を非公開にしております。 
 
（1）収 入  675,600円（前年度からの繰越額を含む） 
昨年度の OB 会会費は、41 名の OB 諸兄に会費を納めて頂きました。誠にありがと

うございます。また、寄付も 4名の OB・関係者から頂戴致しました。 
（2）支 出 87,848円 
使途は、学友会広報誌（茗荷谷たより）の広告掲載、OB 会たより発送のための郵送

料です。 
（3）繰越額 587,752円 

OB 会費につきましては、毎年ご入金頂いている OB が概ね限られております。OB
会費の使途には、後輩への援助はもとより、学友会への広告（学友会からかラグビー部

に援助してもらうことがあります。）、OB 会たよりの郵送料などが主ですが、その他に

も様々な費用がかかります。OB 諸兄におかれましては、ご協力のほどお願い申し上げ

ます。 
 

7. OB 会費納付者リスト（資料 2） 
ホームページへの掲載については、会費納入者リストを非公開にしております。 

 



8. ラグビー部スタッフ 
 

氏   名 出身高校  
田野 武夫 九州大学院 部  長  政経学部教授 

野村  貴 拓殖大学 副部長 学生総合支援室長 

松浦 真吾 拓殖大学 ゼネラルマネージャー 

遠藤 隆夫 拓殖大学 監   督 

飯原 雅和  アドバイザー・寮監 

佐渡 淳道  アドバイザー 

村松 芳弘 拓殖大学 アドバイザー 

森谷 和博 拓殖大学 FW コーチ 

二宮 岳史 拓殖大学院 FW コーチ 

平野 直樹 拓殖大学 BK コーチ 

横山 伸一 拓殖大学 BK コーチ 

横山 健一 拓殖大学 BK コーチ 

二宮 佑太 拓殖大学 BK コーチ 

森下  茂  トレーニングコーチ 

長谷川裕子  アスレチックトレーナー 

今村 文隆  リクルーター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. 令和 2 年度卒業生進路 
 

氏   名 出身高校 進 路 先 

今西 亮輔 尾  道 海上自衛隊 

小林 大陸 吉   田 芙蓉建設株式会社 

橘田  凌 日   川 山梨県警 

原山 侑大 岐阜工業 岐阜農業協同組合 

堀田 耕平 岐阜工業 
富士フイルムビジネスイノベ

ーションジャパン 

穴井  慧 大分雄城台 大分みらい信用金庫 

千鳥 康暉 石見智翠館 ユニチカ株式会社 

松崎 貴裕 函館工業 株式会社土屋ホーム 

中山 英哉 広島工業 広島県警 

岩永 幹也 佐賀工業 公務員ゼミナール 

川上 卓也 常総学院 霞ヶ浦高等学校教諭 

松浦  嶺 日   川 留学予定 

柏原 知明 日   川 株式会社共信冷熱 

梅下聡一郎 湘南工科 
トヨタモビリティ東京株式会

社 

石井 達也 秋田中央 福島刑務所 

野本 浩司 熊谷工業 株式会社 lead 

森田  龍 常総学院 就職希望 

佐藤 海悠 保   善 オーケー株式会社 

大塚 滉生 浜松工業 留学予定 

津岡龍之介 佐賀工業 
SUNSET 風土 COMPANY 合

同会社 

織田 敬伍 鶴   来 
株式会社スリーボンドホール

ディングス 

 
 
 
 



10. 令和 3 年度新入生 
 

氏   名 出身高校 ポジション 

大海 柊人 中部大学春日丘 SH 

佐藤 幹也 東京農大二 WTB 

市川  尊 常総学院 PR 

高橋 勇斗 秋田工業 FL 

大森 成真 深   谷 PR 

新井 泰樹 熊谷工業 PR 

早野  響 佐野日大 FL 

尾形 優磨 中部大学春日丘 WTB 

中村 駿一 國學院栃木 PR 

奥谷 征矢 関西大北陽 FL 

水谷 大輝 中部大学春日丘 FB 

村松 俊介 東   京 WTB 

橘  結生 東   京 WTB 

田口 大輝 正智深谷 LO 

對馬 拓海 正智深谷 CTB 

古坂虎太郎 関西大北陽 LO 

武者  樹 開智国際 SH 

高野 瑛斗 新潟工業 HO 

山田 凛太 東海大静岡翔陽 SO 

大野 主税 佐賀工業 CTB 

有本 一空 東海大相模 WTB 

 

 

11. 拓殖大学ラグビー部 HP 
https://takushokurugger.wixsite.com/takushokurugger 


