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に基づき、各種諸活動に取り組むこととする。
（1）大学の発展方向に対する協力と支援
（2）大学創立125周年記念の周年事業への組織的な協

力
（3）都道府県支部及び海外支部との連携強化と諸活動

への支援
（4）大学及び校友会情報の会員への提供の充実
（5）校友会会員名簿の管理の適正化
（6）グリーンアカデミーホール（校友会館）の管理の充

実と利用の促進

４．28年度事業計画における具体的な活動内容
通常総会で配布した「通常総会議案」及び「通常総会報

告事項」資料をご参照下さい。
特に、モンゴル、ミャンマー、インドネシア、ペルー

が海外支部として承認され、海外15支部となりました。
また、大学創立125周年記念募金で建設が予定され

ている「国際センター」建設費として大学に3,000万円、
熊本地震への義援金として熊本県支部に200万円を本
部から寄贈されました。

５．通常総会における報告事項
（1）東京農業大学創立125周年記念式典及び祝賀会に

ついて
（2）東京農業大学校友世界大会2016 in Japan につ

いて
（3）株式会社農大常磐松第33期営業報告並びに有限会

社農大桜丘第16期営業報告について

１．通常総会への出席者
平成28年度通常総会は、5月20日（金）午後1時から

世田谷キャンパス百周年記念講堂において、代議員定
数218名（欠員2名）中216名（うち委任状38名）が出席
し、議長に岡山県支部長の赤澤猛氏（昭44農）を選出し
て開催しました。

２．議案審議
今期通常総会への提出した次の 5 議案は異議なく原

案どおり承認されました。
（1）平成27年度事業報告並びに収支決算報告の承認に

関する件
（2）基本金特別会計から一般会計への繰入額の承認に

関する件
（3）平成28年度事業計画並びに収支予算の承認に関す

る件
（4）海外支部設立の承認に関する件
（5）平成28年熊本地震への義援金の承認に関する件

３．校友会活動の基本方針
平成28年度事業計画に掲げた校友会活動の基本方針

は次の通りです。
母校・東京農業大学は、今年記念すべき創立124年

を迎えた。大学のこの輝かしい伝統と実績を踏まえ、東
京農業大学校友会は、その所期目的を達成するため、都
道府県支部会員各位及び海外支部会員各位並びに学校法
人、大学・同短期大学部及び教育後援会などのご支援・
ご協力を頂きながら役職員一体となって、次の基本方針
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大学創立125周年記念募金の実績とお願い

本部の動き

（1）校友会の募金活動は、平成25年度～平成27年度
の当初3年間を集中活動期間年として募金活動に取り
組みました。平成28年4月末までの実績は次のとお
りですが、5月以降の募金額（校友会3,000万円を含
め）を加えると、2億円の目標は達成いたしました。
①全体募金件数　3,912件
②全体募金金額　283,154,259円
③校友会組織全体件数　3,044件

④　　　〃   　　金額　183,029,208円
　　　　　　　　　　　（目標額の91.6％）

（2）大学においては、平成30年度までは引き続き募金
活動を継続しておりますので、今後も金額の多少に拘
わらずご協力下さい。

（3）募金趣意書、パンフレット、振込用紙などは、校友
会本部又は大学の財務部募金課にお問い合わせ下さ
い。（財務部募金課・03-5477-2776）

１．常任理事会の開催
（1）第1回／4月22日（金）
①理事会・通常総会提出議案等について
1）平成27年度事業報告案並びに収支決算案について
2）平成28年度事業計画案並びに収支予算案について
3）総会報告事項

ア）株式会社農大常磐松第33期営業報告（略）
イ）有限会社農大桜丘第16期営業報告（略）
ウ）125周年記念事業資金募金実績
エ）東京農業大学創立125周年記念式典及び祝賀会
オ）東京農業大学校友世界大会2016 in Japan
カ）平成28年熊本地震への義援金

②総会運営（議長選出など）について
③当面の会議日程等について

（2）第2回／5月9日（月）
＜常任理事・監事合同会議、兼・農大常磐松取締役・監
査役会議＞
①理事会及び通常総会提出議案並びに報告事項について
② 「東京農業大学創立125周年記念式典及び祝賀会」に

ついて
③ 「東京農業大学校友世界大会2016 in Japan」について
④㈱農大常磐松第33期営業報告について
⑤㈲農大桜丘第16期営業報告について
⑥支部総会への出席者、当面の会議日程など
⑦総会運営（議長選出など）について
⑧ ㈱農大常磐松取締役会、同株主総会の開催日程について

（3）第3回／6月22日（水）
＜常任理事・監事合同会議、兼・農大常磐松取締役・農
大桜丘取締役・監査役会議＞
①支部総会等の開催と出席者について
②支部運営費交付基準について
③世界大会の日程等について

④ ㈱農大常磐松及び㈲農大桜丘の取締役の重任手続きに
ついて

２．監事会の開催
第1回／4月28日（木）

（1）監査事項
① 平成27年度事業報告（案）並びに収支決算（案）につい

て
②予納金特別会計収支決算（案）について
③ 基本金特別会計収支計算書など証憑書類の監査につい

て
（2）監査講評

３．理事会の開催
（1）第1回／5月13日(金) 
【議題】

1）平成28年度通常総会提出議案について
2）東京農業大学創立125周年記念式典及び祝賀会に

ついて
3）東京農業大学校友世界大会2016 in Japan につ

いて
【報告・協議事項】

1）総会運営（議長）について
2）その他、当面の会議日程など

（2）第2回／5月20日（金） 
【議題】

1）平成28年度通常総会の運営等について
2）その他

４．平成28年度支部交付金について
第3回常任理事会において「平成28年度校友会支部交

付金交付基準」を定め、支部長並びに幹事長宛に通知（7
月22日付）するとともに、7月26日に定額割りを口座
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全国教職員部会連絡協議会通常総会及び講演会の開催

送金しました。
（1）交付金基準額（単価）については前年同額とする。
（2）交付の時期は、前年どおり前後期の２回に分けて

助成する。

５．地域後継者推薦入試について
平成29年度地域後継者推薦入試取扱要領（大学作成）

に基づき、優秀な生徒を推薦されるようお願いします。
昨年度と同様にブロック内推薦人数調整も実施出来ます
ので、ブロック代表支部を中心として連絡調整並びに確
認のうえ対応されますようお願い致します。

なお、29年度の推薦入試取扱要領については、7月5
日付で大学（学長室）より各支部に送付され、また校友会
からも「平成29年度地域後継者推薦入試について（お願
い）」（平成28年7月13日付け28東農校友発第16号）に
て送付しております。関係書類の提出は校友会本部に9
月13日（火）必着となりますのでご留意下さい。

６．第16回東京農大ホームカミングデー開催
第16回目となるホームカミングデーは、東京農業大

学創立125周年記念式典に合わせて、去る5月21日
（土）に開催されました。本年は125周年式典と同時開
催ということで約800人と多数参加されました。

校友会支部から推薦された親子3代卒業生5組＜別記
3＞が特別表彰されました（校友会HP参照）。

この特別表彰は来年度も引き続き実施される予定です

ので、該当者がいる場合は、お早めにご報告をお願いい
たします。

■ 平成28年度第16回ホームカミングデー親子三代卒業
特別表彰者

　
組 氏　名 在住 卒年 学科

1

◯石井 　正 ― 昭27 短醸

　石井 隆之 茨城県 昭57 醸

　石井 美紀 茨城県 現4 応醸

2

　黒田 和雄 宮崎県 昭38 林

　黒田 仁志 宮崎県 平02 林

　黒田 真峰 世田谷区 現2 地森

3

　小林 順一（髙橋） 山梨県 昭31 農

　小林 　修 山梨県 昭59 経

　小林 修太郎 世田谷区 現2 国経

4

◯柴田 悦雄 ― 昭31 緑

　柴田 康雄 東京都 平01 造

　柴田 裕貴 東京都 現4 地造

5

　平野 昇司 愛知県 昭36 造

　平野 恭子 愛知県 平01 造

　平野 耕治 愛知県 平11 造

　平野 友佳鈴 世田谷区 現3 地造

１．通常総会
平成28年7月2日（土）グリーンアカデミー103教室

において、東京農業大学副学長渡部俊弘先生を来賓に迎
え、協議会役員等約50名が参加して、平成28年度協議
会通常総会を開催しました。

連絡協議会の外園 会長（東京農業大学校友会副会
長、埼玉県支部長）が主催者として挨拶、続いて渡部副
学長から来賓の挨拶があり、外園議長により次の提案議
題は異議なく承認されました。

（１）平成27年度事業報告並びに決算報告について
（２）平成28年度事業計画並びに収支予算について

また、報告事項として、東京農業大学教授（教職課程）

の熊澤恵里子先生から「東京農業大学教職課程について」
及び東京農業大学の藤枝隆入試センター長から「平成29
年度地域後継者推薦入試等について」について報告があ
りました。

２．講演会
総会に引き続き、教職課程に学ぶ現役生も加わった公

開講演会が開催されました。
農林水産省大臣官房広報評価課情報分析室課長補佐

（年次報告班担当）の阿部 哲 氏を講師に「近年の食料・
農業・農村の動向と農業政策の展開について」と題した
講演がありました。

東京農業大学校友世界大会 2016 in Japan

大学創立125周年記念事業の一環として、学校法人
及び大学等の協力支援の下、校友会主催による「東京農
業大学校友世界大会」を別紙日程の通り開催致します。

大会には国内47支部及び海外15ヵ国支部等々から
約350名が参集して、大会式典・大会祝賀会、視察交
流会等を行います。
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１．平成28年度ブロック会議開催予定
ブロック別当番支部と開催予定日は次のとおり。

北海道・東北〔秋田県支部〕　 10月22（土）～23日（日）
関東・甲信越〔埼玉県支部〕　 12月 3（土）～ 4日（日）
東海・近畿・北陸〔愛知県支部〕11月12（土）～13日（日）

中国・四国〔岡山県支部〕　11月19（土）～20日（日）
九州〔鹿児島県支部〕　　 11月19（土）～20日（日）

２．全国支部長会議、通常総会の開催予定
平成29年2月17日（金）平成28年度全国支部長会議
平成29年5月19日（金）平成29年度通常総会

３．校友会支部総会の開催実績と予定
支部総会の開催日程については、校友会HPでも日時と場所などを紹介しております。
開催済みの支部、今後開催予定の支部日程は次の通りです。

日　時 場　　　　所

5月28日（土） 新潟県　新潟市 東映ホテル

6月 4日（土） 埼玉県　所沢市 ベルヴィザ・グラン

6月 4日（土） 高知県　高知市 ホテル高砂

6月19日（日） 兵庫県　神戸市 パレス神戸

6月25日（土） 大分県　大分市 トキハ会館

7月 3日（日） 千葉県　千葉市 京成ホテルミラマーレ

7月 3日（日） 奈良県　橿原市 橿原オークホテル

7月 3日（日） 鳥取県　米子市 ホテルサンルート米子

7月16日（土） 三重県　津市 プラザ洞津

7月16日（土） 滋賀県　大津市 ホテルピアザびわ湖

7月16日（土） 愛媛県　今治市 日本食研

7月16日（土） 熊本県　熊本市 水前寺共済会館グレーシア

7月23日（土） 徳島県　徳島市 パークウエストン

7月24日（日） 香川県　高松市 オークラホテル高松

7月30日（土） 栃木県　宇都宮市 ホテルニューイタヤ

8月 6日（土） 広島県　福山市 福山ニューキャッスルホテル

8月 6日（土） 佐賀県　佐賀市 ホテルグランデはがくれ

8月14日（日） アルゼンチン 移住100周年記念祝賀会

8月19日（金） 富山県　富山市 ホテルグランテラス富山

8月20日（土） 青森県　八戸市 八戸グランドホテル

8月20日（土） 長崎県　諫早市 Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ

8月26日（金） 沖縄県　那覇市 ラ・フォンテ

8月27日（土） 岡山県　倉敷市 アパホテル倉敷駅前

8月27日（土） 山口県　山口市 防長苑

8月27日（土） 福岡県　北九州市 北九州八幡ロイヤルホテル

8月27日（土） 宮城県　仙台市 仙台ガーデンパレス

8月27日（土） 鹿児島県　鹿児島市 鹿児島東急REIホテル

8月28日（日） 島根県　出雲市 ニューウェルシティ出雲

9月 4日（日） 長野県　長野市 ホテル信濃路

ブロック会議等の開催予定
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連絡・報告事項

１．原簿支部別リストの送付と名簿整備について
校友会支部別リストについて、平成28年3月卒業の

新会員を加えた支部別名簿を8月上旬に送付致しました
ので、支部活動にご活用下さい。

また、会員名簿原簿の精度を高めるため、住所変更（異
動等）・改姓などがありましたら、本部にご連絡頂きま
すようご協力をお願いいたします。

なお、報告様式については校友会HPに掲載しており
ますので、ご連絡をお願い致します。

E-Mail でも住所変更等の報告が出来ます。
アドレス ko3883@nodai.ac.jp

２．校友会会員名簿管理規程の運用について
校友会活動の基本となる会員名簿の活用に当たって

は、本部事務局では個人情報保護の重要性に配慮して、
校友会会員名簿（個人情報）の更新、消去、情報の開示・
提供及び管理事項等の扱いを規程に定め、個人情報の保
護に努めております。

校友会本部事務局が配布した支部別会員名簿及び
CD-R 等（個人情報）の利用及び管理等の対応について

は、校友会支部別会員名簿管理規程に従った取り扱いを
お願い致します。

３．校友会HPの更新情報の提供について
校友会HPでは、本部の動き、会議予定や会議内容を

紹介しています。
また、各都道府県支部の役員、支部規程、支部総会開

催予定、同内容、年度計画、活動報告などを管内の校友
会員に連絡・報告できる支部別の頁を設けています。各
支部からの更新情報が届き次第、随時、支部のページを
更新して行きますので、支部活動情報の提供にご協力を
お願いします。

４．校友会本部・グリーンアカデミーホールの夏季休業日
（1）校友会本部事務局
　8月9日（火）～8月16日（火）

（2）グリーンアカデミーホール（校友会館）
　休館日　8月9日（火）～8月16日（火）

（3）グリーンアカデミーホール・レストラン
　休業日　8月9日（火）～8月16日（火）

会員の動静

◎ 慶
　平成28年春の褒賞・叙勲で次の方が受章されました。
野々市芳朗 氏（昭46造） 黄綬褒章　　石川県支部
吉田　 茂 氏（昭44造）　黄綬褒章　　滋賀県支部
氏福 治英 氏（昭42農）　瑞宝単光章　福岡県支部
上杉 光弘 氏（昭47通農）旭日大綬章　宮崎県支部
小池 正文 氏（昭47畜）　瑞宝単光章　神奈川県支部
辻本 隆夫 氏（昭42工）　瑞宝単光章　東京都支部
福島 偉人 氏（昭42造）　旭日小綬章　広島県支部
佛圓 大源 氏（昭42経）　旭日双光章　広島県支部

◎当選
　次の方々が当選されました。
原田 信次 氏（昭56農）   美里町長 5月 3期目 埼玉県支部
北村 正平 氏（昭44工）   藤枝市長 6月 3期目 静岡県支部
小笠原春一 氏（平01造） 登別市長 8月 3期目 北海道支部

◎新支部長就任
奈良県支部　杉本 義衛 氏（昭45工）7月3日
鳥取県支部　牧田 政人 氏（昭41農）7月3日
インドネシア支部　Dadang 氏（平11院生博）5月20日
ペルー支部　鈴木 孝幸 氏（昭58工）5月20日

台湾支部　　鄭　 耀星 氏（平02院農博）5月20日
モンゴル支部 Sodnomdarjaa DELGERJARGAL 氏

（平14国企）5月20日

◎弔
　次の校友がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り申
し上げます。（支部等からの報告のみ掲載）
堀越　 仁 氏（昭40経）　　　新潟県支部 3月 6日
小玉 昌彦 氏（昭35林）　　　北海道支部 3月29日
藤井 主税 氏（昭42林）　　　山口県支部 4月14日
伊藤 登彦（石井） 氏（昭49経）千葉県支部 4月17日
小森谷聖子 氏（昭60経）　　 群馬県支部 5月 2日
佐々木晃一郎 氏（昭41農）　 秋田県支部 5月10日
子安 鎭郎 氏（昭41醸）　　　大阪府支部 5月13日
永越　 尚 氏（昭42化）　　　新潟支部    5月19日
沖　 真一 氏（昭37拓）　　　ブラジル支部 5月22日
小沢 知雄 氏（昭16学農）　　神奈川県支部 7月21日
内村泰（豊田）氏 （昭47院化博） 東京都支部 7月30日
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１．東京農業大学創立125周年記念式典・祝賀会を開催
5月21日（土）、世田谷キャンパスにおいて、秋篠宮文

仁親王殿下の御臨席を賜り「東京農業大学創立125周年
記念式典及び祝賀会」が盛大に開催されました。式典に
は、国内外の来賓、また、第16回東京農大ホームカミ
ングデーの開催等、多くの卒業生校友、約800余名が
参加して厳粛に執り行われました。

学校法人理事長大澤貫寿先生、東京農業大学学長高
野克己先生から、本学は、この創立125周年を節目に、
開学以来受け継がれている教育研究の理念「実学主義」の
原点に今一度立ち返り、これからも、さらなる東京農業
大学の発展に全力を傾注すると共に、関係各位のこれま
でのご厚情に感謝いたし、今後ともご指導ご鞭撻を賜り
たいとの挨拶がありました。

２．人事・授与（順不動、敬称略）
＜称号授与＞

名誉教授（平成28年4月12日）
岡島秀治氏、鈴木敏郎氏、岡田早苗氏、小泉幸道氏、
蓑茂壽太郎氏、小林章氏
名誉教授（平成28年4月14日）
増子孝義氏

３．学会賞等の受賞者紹介
　（4月以降～詳細は東京農業大学HP（学術）参照）
◯第66回日本木材学会　第56回学会賞を受賞　江口

文陽教授（森林総合科学科）
◯東京農業大学多摩川源流大学プロジェクトが第18回

日本水大賞農林水産大臣賞を受賞
◯やずや食と健康研究所2014年度助成研究MVP賞を

受賞　山根拓実助教（食品安全健康学科）ら
◯日本農芸化学会2016年度大会　トピックス賞を受賞　

宮原瑞希さん（バイオサイエンス専攻博士前期課程2年）
◯本学JICA草の根事業を中心としたカンボジアでの取

組みが国連大学から表彰
◯日本食品保蔵科学会第65会大会　奨励賞を受賞　岡

大貴助教（食品加工技術センター）
◯The XXVIIIth International Conference on 

Polyphenols　ポスター賞を受賞　檜谷昴さん（国際
農業開発学専攻博士前期課程2年）

４．大学が締結した包括連携協定など
　（4月以降～詳細は東京農業大学HP（学術）参照）
◯世田谷目黒農業協同組合、長崎県対馬市、長野県青木

村、高知県津野町、鹿児島県大島郡喜界町との包括連
携協定締結

◯生物産業学部、北海道斜網地区４町（斜里町・清里町・
小清水町・大空町）との包括連携協定締結

◯独立行政法人国際協力機構（JICA）との覚書を締結

５．フォーラム・シンポジウムの開催など
◯4月22日（金）東 京 農 業 大学125周年記念事業（イタ

リア大使館・東京農業大学共催）
GI フォーラム「日本とイタリアの地理的表示：高品質
農業の推進における重要性と価値」を開催

◯5月13日（金）日本農業労災学会・東京農業大学総合
研究所研究会 3 研究部会シンポジウムを開催

◯5月14日（土）「東京農大緑のフォーラム2016」を開催
◯5月20日（金）日本生物工学会「第3回SBJシンポジウ

ム－発酵・醸造技術を軸に生物工学を考える－」を開催
◯5月28日（土）日本国際地域開発学会2016年度春季

大会シンポジウム「太平洋島嶼地域の開発課題」を開催

６．森林総合科学科創設70周年記念式典、祝賀会が開催
5月22日（日）、東京農業大学地域環境科学部森林総

合科学科の創設70周年記念式典が開催されました。式
典には、理事長、学長、教育後援会長、校友会長のほか、
各学会長、各協会理事長、協賛企業など、多数のご来賓

祝賀会での鏡割り

秋篠宮文仁親王殿下の御臨席を賜り
「大学創立125周年記念式典」が挙行

学校法人並びに大学の動き
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があり、卒業生、関係者など、総勢250余名の盛大な
式典と祝賀会となりました。

森林、林学、林業を学ぶ大学が漸減している昨今、逆
に森林、林学、林業の重要性は高まっています。

式典の締めとなる、全學應援團の学歌、青山ほとりで
は、大根をスギ苗に持ちかえての演舞があり、大きな喝
采を浴びました。

祝辞を述べる校友会三好吉清会長

7．東京農大の見学会案内
東京農業大学では「キャンパスツアー」「オープンキャ

ンパス」「進学説明会」など様々な企画で進学希望者のご
相談に対応しています。

大学見学カレンダー（HP）を確認して、１週間前まで
に各キャンパスの入試センター（課）に連絡すれば職員が
ご案内いたします（相談は平日9時～16時の間）。

世田谷キャンパス入試センター　03-5477-2226
厚木キャンパス入試課　046-247-4433
オホーツクキャンパス入試課　0152-48-3814

8．東京農業大学短期大学部の募集停止について
平成28年7月20日に開催した学校法人東京農業大学

理事会において、東京農業大学短期大学部の平成29年
度以降の学生募集を停止することを決定しました。

短期大学部の前身である東京農業大学短期大学は昭和
25年4月に開学しました。その後、昭和31年に栄養科
を設置し、農業科と醸造科の3学科としました。平成2
年に東京農業大学短期大学部に名称を変更し、平成4年
に農業科を生物生産技術学科と環境緑地学科に改組し、
醸造学科と栄養学科とあわせて4学科体制としました。

短期大学部は、建学の精神「人物を畑に還す」と教育
理念「実学主義」に基づき、多くの卒業生を輩出し社会
の発展に寄与してまいりました。しかし、高度化と複雑
化が加速する現代社会の要請に応えるため、短期大学部
の全学科を東京農業大学へ発展的に改組転換し、学生募
集を停止することといたしました。これまでの短期大学
部が培ってきた伝統は、東京農業大学の各学部に受け継
ぐこととします。

9．収穫祭開催日程
今年の収穫祭開催日は、つぎの通りとなりました。皆

様のご来校をお待ちしています。
・オホーツクキャンパス第28回収穫祭

平成28年10月9日（日）・10日（祝）
・世田谷キャンパス第125回収穫祭

平成28年10月28 日（金）～10月30日（日）
・厚木キャンパス 第17回収穫祭

平成28年10月29日（土）～10月30日（日）

農大スポーツ（４月以降）

〔相撲部〕
＊大相撲 OB

幕内　正代　五月場所　● 6 勝 9 敗
　　　　　　 七月場所　◯ 9 勝 6 敗（九月場所勝ち越しで小結）
幕下　小柳　五月場所　幕下全勝優勝
　　　　　　 七月場所　◯ 6 勝 1 敗（九月場所勝ち越しで十両）

◯第95回東日本学生相撲選手権大会（6月5日／国技館）
　　団体＝ベスト 8、個人＝ベスト 8　鈴木涼汰（工4）
◯第43回東日本学生相撲個人体重別選手権大会（7月24日／靖国神社）

75kg 未満級第 3 位　志賀裕人（開 2）
85kg 未満級優勝　　中畑裕雅（森 4）

100kg 未満級第 2 位　石川竜司（開 1）
〔ボクシング部〕
◯リオ・オリンピック日本代表２名決定（共に農大）
　ライト級代表　　 成松大介選手（平24経卒、自衛隊体育学校、熊本農高出身）
　バンタム級代表　 森坂 嵐選手（国際バイオビジネス学科2年、奈良朱雀高校出身）

校友会に五月場所の報告訪問

森坂 嵐選手が出場権獲得の報告に来会
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◯第69回関東大学ボクシングリーグ戦
団体準優勝、最優秀選手賞・森坂嵐選手、技能賞・

中野幹士（ビジネス2）
〔硬式野球部〕
＊ 北海道オホーツク硬式野球部　北海道６大学で優勝、

全日本大学野球選手権大会出場＝初戦敗退
＊ 世田谷キャンパス硬式野球部　東都大学２部春季リー

グ第５位
〔陸上競技部〕
＊陸上 OB・OG
全日本選手権大会
 男子1500m優勝　戸田 雅稀（平28経卒　日清食品）
女子1500m３位　飯野 摩耶（平28経卒　第一生命）
＊大学男子長距離
 全日本大学駅伝選手権大会関東地区予選　
 参加20大学中、農大は16位で予選落ち

〔今後の日程〕
10月15日　箱根駅伝予選会＜立川市＞

9月25日　関東大学女子駅伝大会＜千葉県印西市＞
10月30日　全日本大学女子駅伝大会＜仙台市＞

〔山岳部〕
◯マナスル環境学術登山隊2016計画

東京農業大学山岳会では、この度、東京農業大学創
立125周年記念事業の一環に相応しい「マナスル環境
学術登山隊2016」を派遣することとした。登山隊概
要、目的、行動日程などについては、校友会HPを参照。

〔馬術部〕
〇 4月8～10日／（JRA馬事公苑）

第38回東都トーナメント団体総合優勝
第53回東都学生馬術大会団体総合2位／個人優勝・
吉田匡慶（ビジネス3）

◯ 6月23日～26日／（JRA馬事公苑）
関東学生馬術三大大会　団体総合5位
第51回関東学生賞典障害馬術競技大会
個人優勝／個人優勝・吉田匡慶

◯ 6月28～7月2日／スウェーデン
第11回世界大学馬術選手権大会
日本団体銅メダル、個人5位・吉田匡慶

〔社交ダンス研究部〕
◯ 4月17日／第112回東都大学学生競技ダンス選手権

大会（独協大学）
団体優勝、フォーメーション準優勝
モダンの部　小堀森平（経4）・正木智子（栄4）組がタ
ンゴで優勝
ラテンの部　小林和久（醸3）・松下梨花子（栄3）組が
パソドブレで準優勝、薄一輝（経4）・玉越裕衣（ビジ
ネス4）組がチャチャチャで3位、紀田慶雅（醸4）・大

原理子（経4）組がルンバで3位
◯ 5月22日／第94回理工系大学学生競技ダンス選手権

大会（文教大学）
シニア　ラテンの部　4種目全て優勝・小林和久（醸
3）・松下梨花子（栄3）組
シニア　ラテンの部　2 種目準優勝・2 種目 3 位・
中原和馬（栄3）・松田諭樹（栄3）組

◯ 6月12日／第18回皐月杯争奪学生競技ダンス選手権
大会（首都大学東京）
ラテンの部　小林和久（醸3）・松下梨花子（栄3）組が
チャチャチャおよびサンバで準優勝

◯ 6月19日／第98回東部日本学生競技ダンス選手権大
会（獨協大学）
スタンダードの部　小堀森平（経4）・正木智子（栄4）
組がスローフォックストロットで 3 位
フォーメーション団体 3 位

◯ 7月3日／第54回全日本学生選抜競技ダンス選手権
大会（大阪府門真市）
ラテンの部　紀田慶雅（醸4）・大原理子（経4）組が 7
位、小林和久（醸3）・松下梨花子（栄3）組が 9 位
スタンダードの部　小堀森平（経4）・正木智子（栄4）
組が 9 位

〔オホーツク農友会カーリング部〕
◯所属4選手が、日本カーリング協会から平成28年度

強化選手（強化チームC）に指定されました。
カーリング部は昨シーズン、女子が全日本大学選手権
3位、男子が北海道ジュニア大会3位、北海道知事杯
準優勝、読売新聞社杯3位など活躍。
江口仁奈（アクアバイオ 4）　 山田星花（食品香粧 4）
淺野もえぎ（アクアバイオ 4）芳賀香織（食品香粧 4）

暑中お見舞い申し上げます。
　連日酷暑が続いていますが、いかがお過ごしですか。
校友会活動では、支部の皆様には大変お世話になってお
りますが、引き続き、地域後継者入試対応などよろしく
お願いします。
今秋の 9 月 23 日には、世界大会が予定されており、
海外支部の皆様への対応準備で忙殺されており、世田谷
通信の発行が大幅に遅れてしまいました。内容不十分を
お許し下さい。
しばらくは猛暑が続きますが、ご健康にはくれぐれもご
自愛下さい。

　　平成 28 年 8 月 10 日
　　東京農業大学校友会
　　　　事務局長　小野　甲二
　　　　　　　　　岡本　素子
　　　　　　　　　目　裕美子
　　　　　　　　　安井三己彦


