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大学創立125周年記念募金のお願い
東京農業大学創立125周年記念事業資金募金へのご協力をお願いします。
（1）募金目標額

年度までは募金活動を継続いたします。

①校友会組織の全体目標額は２億円です。

(3) 募金活動の進め方等については、各支部に方針を一

②都道府県別目標額は総会で別途定めています。

任しますが、支部総会・分会・職域部会などの機会に

③参考までに役職別目安は次のとおりです。

パンフレット等を配布しつつ周知して下さい。

本部役員：200,000 円 （顧問、理事、監事）

(4) 募金実績の開示は、大学から校友会に対して、支部

支 部 長：100,000 円

別、個人・企業別実績が定期的に報告される予定となっ

支部役員： 50,000 円 （支部代議員を含む。）

ていますので、報告があり次第ご連絡致します。

一般会員： 10,000 円 ～ 20,000 円以上

(5) パンフレット、振込用紙、募金趣意書などは、校友

（2）校友会の募金活動は、平成 25 年度～平成 27 年

会本部又は大学の財務部募金課にお問い合わせ下さ

度の当初 3 年間を集中活動期間年として募金活動に

い。（財務部募金課・03-5477-2776）

取り組んでいます。ただし、3 ヶ年経過後、平成 30

平成26年度通常総会開催
１．通常総会への出席者

（1）大学への進学希望者の確保並びに就職支援など大

平成26年度通常総会は、5月23日（金）午後1 時から

学との連携強化

東京農大アカデミアセンター横井講堂において、代議員

（2）都道府県支部活動の活性化支援並びに海外支部と

224名
（欠員 4）
中 213 名（うち委任状 50 名）が出席し、

の連携強化

議長に広島県支部長の高橋敬明氏
（昭43工）を選出して

（3）東京農業大学創立125周年募金事業への組織的な

開催しました。

協力支援
（4）大学及び校友会活動情報の会員への情報提供の充

２．議案審議

実・迅速化

今期通常総会への提出した次の 2 議案はすべて原案

（5）校友会会員名簿の管理の適正化

通り承認されました。

（6）校友会館の管理の充実と利用の促進

（1）平成 25 年度事業報告並びに収支決算報告の承認
に関する件、
（2）平成26年度事業計画並びに収支予算
の承認に関する件
３．校友会活動の基本方針
平成26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。
東京農業大学は創立123年を迎えた。大学のこの輝
かしい伝統と実績を踏まえて、校友会の所期目的を達成
するため、都道府県支部会員及び海外支部の会員各位並
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
基本方針に基づき、各種諸活動に取り組むこととする。
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４．26年度事業計画における具体的な活動内容

の都道府県別代議員数について、
（4）大学創立125周年

通常総会で配布した総会資料を参照して下さい。

記念事業募金の経過報告、（5）平成27年度地域後継者
推薦入試スケジュールについて報告がありました。また、

５．通常総会における報告事項

学生の就職について、世田谷キャンパス・キャリアセン

（1）株式会社農大常磐松第 31 期営業報告、（2）有限

ター長から各支部の支援協力に対しての謝辞と就職状況

会社農大桜丘第14期営業報告、（3）校友会比例代議員

報告、引き続きの協力依頼がありました。

本部の動き
１．常任理事会の開催
（1）第1回／4月14日（月）
第 1回理事会提出議案、1）平成25年度事業報告（案）
並びに収支決算（案）、2）平成26年度事業計画（案）並
びに収支予算
（案）などについて協議・検討。
（2）第2回／4月22日（火）
平成26年度第 1 回理事会の運営などについて協議・
検討。
（3）第3回／6月25日（水） 常任理事・監事合同
1）当面の日程等について
① 支部総会、ブロック会議への出席者について
② 本部主催の諸会議の日程等について
2）教職員部会、女性部会等の組織化について
3）平成26年度支部交付金交付基準について
4）海外支部との交流視察事業について
5）世界大会準備について
6）校友会が行うスポーツ振興基金募金事業の大学へ
の移行について

４．平成26年度支部交付金について

7）農大常磐松の定款変更及び役員変更について

第 3 回常任理事・監事合同会議（6月25日）において
「平成26年度校友会支部交付金交付基準」を定めたの

２．監事会の開催

で、近日中に支部長並びに幹事長宛に通知します。

第1回／4月16日
（水）

（1）交付金基準額（単価）については、①支部代議員割

1）
平成25年度事業報告並びに収支決算、2）予納金特

は前年同額とする。②活動実績割については、総会開催

別会計収支決算（3）基本金特別会計収支計算書（4）会

費を増額変更し、名簿作成費を廃止した。また特認経費

館運営基金特別会計収支計算書などについて監査。

（常任理事会で認めたもの）を新設した。
（2）交付の時期は、前年どおり前後期の２回に分けて

３．理事会の開催

助成する。

（1）第1回／4月22日（火）
理事24名
（委任状4名）が出席し、平成26年度通常総

５．地域後継者推薦入試について

会提出議案 1）
平成 25 年度事業報告並びに決算報告、2）

平成27年度地域後継者推薦入試取扱要領（大学作成）

平成 26 年度事業計画並びに収支予算について審議・承

に基づく、優秀な生徒を推薦されるようお願いします。

認。

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

（2）第2回／5月23日（金）

ので、ブロック代表支部を中心として連絡調整並びに確

理事 24名（委任状 1名）
が出席し、平成26年度通常

認のうえ対応されますようお願い致します。なお、一支

総会の運営など審議・了承。

部からの同一学科への複数推薦は、今期も認められてお
りませんのでご注意願います。
27年度の推薦入試取扱要領については、6月12日付
で大学（学長室）より各支部に送付され、また本会から
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も翌13日付で「平成27年度地域後継者推薦入試につい

から～」細渕武揚氏（ラジオ日本アナウンサー）、全学

て（お願い）
」を送付しております。なお、関係書類の

応援団エール、学内物産即売会、学内見学ツアー、教育

提出は校友会本部に 9月9日（火）必着となります。

者会議講演会、学生アトラクション、学部別懇親会など。

６．第14 回東京農大ホームカミングデー開催
第14 回ホームカミングデーは 6月21日
（土）に開催
されました。参加者総数は約450人と年々盛況となっ
てきております。
校友会支部から推薦された親子 3 代卒業生 5 組が特
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。
当日の主な催しは、式典、講演会（テーマ「言葉の力・
お喋りは健康の素～耳で楽しむスポーツ・ラジオの世界

今後の主な行事（予定）
１．当面の会議日程（各時間未定）

5月11日
（日） 埼玉県	さいたま市「ラフレさいたま」

平成26年11月7日
（金）

5月17日
（土） 東京都	都内「グリーンアカデミーホール」

Ｈ26第２回監事会

平成26年11月13日
（木） Ｈ26第３回理事会

5月24日
（土） 新潟県

新潟市「新潟東急イン」

平成26年12月12日
（金） 農大常磐松取締役会議

6月21日
（土） 高知県

高知市「ホテル高砂」

平成26年12月19日
（金）	Ｈ26校友アカデミー総会

6月28日
（土） 大分県	大分市「大分アリストンホテル」

平成27年1月16日
（金）

Ｈ26農友会激励会

7月6日
（日）

千葉県	千葉市「京成ホテルミラマーレ」

平成27年2月20日
（金）

Ｈ26第４回理事会

7月6日
（日）

奈良県

平成27年2月20日
（金）

Ｈ26全国支部長会議

7月12日
（土） 徳島県	徳島市「グランドパレス徳島」

平成27年4月17日
（金）

Ｈ27第1回監事会

7月13日
（日） 鳥取県	倉吉市「ホテルセントパレス倉吉」

平成27年4月24日
（金）

Ｈ27第1回理事会

7月13日
（日） 香川県

高松市「オークラホテル高松」

平成27年5月15日
（金）

農大常磐松取締役会議

7月13日
（日） 愛媛県

松山市「いよてつ会館」

平成27年5月22日
（金）

Ｈ27第2回理事会

7月19日
（土） 滋賀県

大津市「ホテルピアザびわ湖」

平成27年5月22日
（金）

Ｈ27年度通常総会

7月19日
（土） 熊本県

熊本市「熊本交通センターホテル」

7月27日
（日） 栃木県

宇都宮市「ニューイタヤ」

8月2日
（土）

佐賀市「旅館あけぼの」

（注）
（1）上記日程は変更する場合があります。
（2）常任理事会は必要に応じ別途開催します。

佐賀県

橿原市「橿原オークホテル」

8月16日
（土） 鹿児島県

鹿児島市「鹿児島東急イン」

２．平成26年度支部ブロック会議開催

8月22日
（金） 富山県

富山市「ホテルグランテラス富山」

ブロック別当番支部と開催予定は次のとおり。

8月22日
（金） 沖縄県	宜野湾市

北海道・東北〔福島県支部〕

11月予定

		

関東・甲信越〔新潟県支部〕

10月25～26日

8月23日
（土） 青森県

「カルチャーリゾートフェストーネ」
弘前市

東海・近畿・北陸〔岐阜県支部〕 11月15～16日

		

中国・四国〔鳥取県支部〕

11月15～16日

8月23日
（土） 岡山県

九州〔大分県支部〕

11月予定

8月23日
（土） 福岡県	久留米市
		

「ホテルニューキャッスル」
津山市「津山国際ホテル」
「ホテルニュープラザクルメ」

8月24日
（日） 広島県

＜未定＞

8月30日
（土） 山口県

山口市「防長苑」

と場所などを紹介しております。開催済みの支部、今後

9月7日
（日）

長野市「ホテル信濃路」

開催予定の支部日程は次の通りです
（7月5日迄に本部

10月12日
（日）兵庫県

３．校友会支部総会の開催
支部総会の開催日程については、校友会ＨＰでも日時

連絡分）
。
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長野県

神戸市「ホテルパレス神戸」

連絡・報告事項
１．スポーツ振興基金への募金のお願いと報告

ac.jp

平成7年9月より開始したスポーツ振興基金の募金状
況 は、 平成26年3月31日 現 在 の 累 計 件数6,491件、

３．校友会会員名簿管理規程の運用について

金額で106,105,917円となっております。

校友会活動の基本となる会員名簿の活用に当たり、個

また、
4月～6月まで15件、112,200円の募金を頂きま

人情報保護の重要性に配慮して校友会会員名簿（個人情

した。ご協力頂きました皆様に感謝申し上げます。

報）の更新、消去、情報の開示・提供及び管理事項等の

なお、26年度も目標300万円で、募金活動を継続し

扱いを規程に定め、個人情報の保護に努めております。

ておりますので校友のご協力をお願い致します。

また、これに併せて校友会支部別会員名簿管理規程を定

この募金は、別途、大学、教育後援会及び校友会が拠出

めて校友会本部事務局が各支部に配布した支部別会員名

（寄付）する資金共に、大学が管理するスポーツ振興基

簿及び CD-R 等（個人情報）の利用及び管理等の対応

金に繰り入れ、平成 9 年度から次の強化指定４部に継

についても引き続きご理解とご協力を宜しくお願い致し

続助成しております。平成26年度当初配分額は、相撲

ます。

部500万円、オホーツク硬式野球部500万円、世田谷
硬式野球部500万円、陸上競技部2,500万円となって

４．校友会ホームページの刷新について

います。

校友会がフルカラーの新しいホームページを制作、平
成26年4月1日に公開、旧・ホームページは 6 月末に

２．原簿支部別リストの送付と名簿整備について

閉鎖しました。

校友会支部別リストについて、平成26年3月卒業の

校友会本部の組織、会議予定や会議内容を紹介してい

新会員を加えた支部別名簿を 7 月下旬に送付致します

ます。また、各都道府県支部の役員、支部規程、支部総

ので、支部活動にご活用下さい。

会開催予定、同内容、年度計画、活動報告などを会員に

なお、会員名簿原簿の精度を高めるため、各支部の名

連絡・報告できる支部別のページを設けています。

簿と照合頂いて訂正のうえ本部あて送付願います。

本部では、各支部からの掲載要望に応じ、当該情報が

会員の皆様には、より精度の高い会員名簿作成のため

届き次第、逐次、支部のページに入力して行きますので、

にも、住所変更（移動等）
・改姓などがありましたら、

情報の提供にご協力をお願いします。

本部または支部あて連絡頂きますようご協力をお願いい
たします。様式については校友会ＨＰに掲載しており

５．校友会事務局人事について

ますので、ご連絡をお願い致します。E-Mail でも住所

安井三己彦（共栄火災出向職員）を4月1日付けで採

変更等の報告が出来ます。アドレス ko3883@nodai.

用。主な業務は「農大桜丘」の保険を担当します。

● 校友会ホームページが新しくなりました ●
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会員の動静
◎慶

川上

淳一氏（昭14専農） 1月30日 新潟県支部

荒木

昭二氏（昭33林）

神奈川県支部

中村

祥一氏（昭23学化） 3月24日 新潟県支部

＜校友会会長＞

齋藤

紀子氏（昭43農）

平成26年春の叙勲で次の方が受章されました。
三好

吉清氏
（昭36農）

旭日中綬章

3月13日 新潟県支部
4月18日 東京都支部

廣瀬

淳一氏
（昭40短醸） 旭日小綬章

茨城県支部

岡田

耕氏（昭16学農） 4月19日 高知県支部

山本

孟雄氏
（昭41農）

瑞宝小綬章

高知県支部

中嶋

久悦氏（昭25専畜） 5月14日 青森県支部

林

宏興氏
（昭40経）

瑞宝小綬章

高知県支部

鈴木

重俊氏（昭44院農博）5月19日 東京都支部

貴氏
（昭38醸）

旭日双光章

高知県支部

町田

５．校友会本部・グリーンアカデミーホールの夏季執務
◎当選

＜町村長＞

及び休館日

中沢

恒喜氏
（昭48林）4月20日 群馬県吾妻町

菅沢

英毅氏
（昭42農）4月8日

（1）校友会本部の夏季執務及び休業日は、次の通り。

千葉県多古町

①勤務時間短縮期間

◎新支部長紹介
新潟県支部

山本

勤務時間
一成 氏（昭37経）5月24日付

②休業日

8月5日
（火）
～9月17日
（水）
午前9時～午後4時30分
8月11日
（月）
～8月15日
（金）

（2）グリーンアカデミーホール（校友会館）休館日
◎弔

8月9日
（土）
～8月17日
（日）

次の校友がご逝去されました。謹んでご冥福をお祈り

（3）グリーンアカデミーホール・レストラン休業日

申し上げます。
（支部等からの報告のみ掲載）
中島

8月10日
（日）
～8月17日
（日）

良一氏
（昭21学農）25.12月30日 新潟県支部

学校法人並びに大学の動き
１．大学・学校法人の夏季休業及び勤務時間短縮

〇

○夏季休業（土曜日・日曜日を除く）

3月20日の林業経済学会において、森林総合科学
科の吉野聡 助教が林業経済学会学生論文賞を受賞

8月11日
（月）
～8月15日
（金）

〇

○一般職員の夏季勤務時間短縮

中村隆俊 准教授（生物生産学科）が、第17回尾瀬
賞（公益財団法人尾瀬保護財団）を受賞

（土・日・祝日・振替休日を除く）8月5日（火）～9月17日

〇

（水）

4月25日、公益財団法人LIXIL住生活財団主催の

勤務時間

『第4回
午前9時～午後4時30分

LIXIL国際大学建築コンペ「プロダクティ

ブ・ガーデン－大樹町を五感で味わう空間－」』にお
いて、造園学専攻・造園科学科の院生・学部生チーム

２．人事・授与（順不動、敬称略）

が優秀賞を受賞

＜称号授与＞

〇

5月23～25日の日本造園学会平成26年度全国大

名誉教授（平成26年5月15日）

会において、地域環境科学部造園科学科のチームが

永島俊夫氏、田中俊次氏

「拠点デザイン部門：最優秀賞」および「福岡市長

名誉教授（平成26年5月20日）

賞」をダブル受賞

門司恭展氏、澤山茂氏、高橋悟氏、牧恆雄氏

〇

近藤三雄氏、藤島廣二氏、杉本隆重氏

5月31～6月1日の日本沙漠学会第25回学術大会
で五関大海さん（農業工学専攻2年）がベストポス
ター賞を受賞

３．学校法人人事
常務理事

〇

古谷勇治氏（兼・法人本部長）

植物介在療法学研究室（バイオセラピー学科）が「緑
の環境デザイン賞」継続優良賞を受賞

〇

第31回日本微量栄養素学会学術集会において、櫻

４．学会賞等の受賞（詳細は大学 HP を参照）

井顔世さん（醸造学専攻1年）が発表した「屋久島の

〇

茶葉とその地域性」が評価されポスター賞を受賞

3月27日～30日の日本農芸化学会2014年度大会
において、喜田聡 教授（バイオサイエンス学科）他

〇

がトピックス賞を受賞

6月28日の日本食品保蔵科学会・第63回大会にお
いて、中村優助教（畜産学科）が日本食品保蔵科学
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会・奨励賞を受賞

10:00～17:00
・世

田

谷

５．東京農大キャンパス見学会などの開催

8月3日
（日）、4日
（月）
10:00～17:00

平成26年度キャンパス見学会は、3キャンパス毎に

・オホーツク

8月23日（土）

開催され、主なプログラムは模擬講座、入試説明、施設

9:00～16:00

案内、体験型展示などの企画により、各学科がそれぞれ

8月24日（土）

に展示や模擬講座を実施します。また、実験機器の操作

9:00～16:00

や食品加工など、体験型企画が満載です。いろいろな企

要予約
要予約

予約先＜入試課 TEL:0152-48-3814 ＞

画に参加して、各学科への理解を深めてもらえる工夫さ
れています。

６．収穫祭開催日程

①キャンパス見学ツアー
・オホーツク

今年の収穫祭開催日は、次の通りとなりました。皆様

7月26日
（土）
10:00～15:00

のご来校をお待ちしています。
要予約

・オホーツクキャンパス第26回収穫祭

10月12日
（土）
10:00～15:00

10月12日
（日）
・13日
（祝）
要予約

・世田谷キャンパス第123回収穫祭

予約先＜入試課TEL:0152－48－3814＞

10月31 日
（金）
～11月2日
（日）

②キャンパス見学会
・厚

木

・厚木キャンパス 第15回収穫祭

8月2日
（土）、3日
（日）

11月1日
（土）
・2日
（日）

学生の課外活動（４月以降）
〔相撲部〕
〇4月29日
第31回全日本大学選抜相撲宇和島大会（愛媛県宇和島市）
団体戦ベスト 8
個人戦

小柳亮太（森林3年）準優勝

〇5月3日
第54回全国大学選抜相撲宇佐大会（大分県宇佐市）
団体戦

4位

個人戦

百瀬潤仁（森林3年）16 位

〇5月18日
第52回全国大学・実業団対抗相撲和歌山大会（和歌山県和歌山市）
団体戦

準優勝

個人戦

小柳亮太（森林3年）優勝

〇6月8日
第93回東日本学生相撲選手権大会（両国国技館）
団体戦

準優勝

〔陸上競技部男子〕
〇4月1日
新監督に岩瀬哲治氏（愛知県出身、昭53工学）が就任
昭和49年第50回箱根駅伝から 4 年連続出場、昭和52年第53回箱根駅伝10区で区間賞、農大準優勝に貢献。
卒業後は、
リッカー陸上部、日産自動車陸上部で活躍。昭和59年第39回びわ湖毎日マラソンで初優勝。東邦生命、
小島プレス、ＪＲ東日本で陸上競技部監督を歴任。
〇6月29日
第 46 回全日本大学駅伝対校選手権大会
愛知・熱田神宮～三重・伊勢神宮間で11月2日に行われる関東予選会が、東京・世田谷総合運動場陸上競技場で
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20校が参加して行われた。

関東学生インカレ後半（神奈川県の日産スタジアム）

1校8人による1万㍍の合計タイムで争い、神奈川

女子 5000m 決勝

大など上位 7 校が本戦出場を決めた。

小堀真佳（栄養2年） 16'13"25（7 位入賞）

農大は総合タイム 14 位で出場権を逸した。

＜自己新＞
古屋夏乃（経済2年） 17'01"71（25 位）

〔陸上競技部女子〕

服部美咲（経済1年） 17'03"55（26 位）

〇 4月13日

女子 10000m 決勝

山梨県南アルプス桃源郷マラソン大会

相京智子（経済2年）53'37"19（13 位）

一般女子／ 5km の部

＜自己新＞

飯野摩耶
（経済3年）17'27"（招待順位）1 位

〇6月7日

古屋夏乃
（経済2年）18'25"（招待順位）2 位

第98回日本陸上競技選手権大会

横山みわ
（栄養3年）18'25"（招待順位）3 位

（第17回アジア競技大会代表選手選考競技会・福島県

一般女子／ 10km の部

とうほうみんなのスタジアム）

内藤香菜
（栄養2年）40'45"（招待順位）1 位

女子1500m 決勝

荒井友花
（化学2年）42'56"（招待順位）2 位

飯野摩耶（経済3年） 4:17.96（2 位）

〇4月19日・20日
兵庫リレーカーニバル
アシックスチャレンジ女子5000m
小堀真佳
（栄養2年）16分34秒69

17位

田嶋

30位

叶
（経済1年）17分26秒72

グランプリ女子 1500m
飯野摩耶（経済3年）4分19秒02

3位

〇4月20日
霞ヶ浦マラソン
一般女子 10 マイル（16km）の部
中村瑠花
（栄養3年）56'53（優勝）
＜シドニーマラソン派遣決定＞
内海あや
（栄養3年）58'07（2 位）
〇5月11日
セイコーゴールデングランプリ陸上（国立競技場）
女子1500 ｍ

〇6月28日

日本代表／飯野摩耶（経済3年）4'17"47（7 位）

ホクレンディスタンスチャレンジ第二戦（士別大会）

＜自己新・農大新・山梨県新＞

女子 3000m

〇5月16日～17日

小堀真佳（栄養２年）9分37秒92（7着）

関東学生インカレ前半（埼玉県の熊谷陸上競技場）

服部美咲（経済１年）10分06秒73（15着）

女子1500m 予選

女子 5000mB

1 組目 古屋夏乃（経済2年）4'37"94（6 位）

古屋夏乃（経済２年）16分55秒33（ 8着）

2 組目 服部美咲（経済1年）4'48"86（11 位）

中村瑠花（栄養３年）17分04秒12（12着）

3 組目 飯野摩耶（経済3年）4'31"50（2 位）
予選通過

〔硬式野球部〕

女子1500m決勝

〇世田谷キャンパス硬式野球部

飯野摩耶（経済3年）4'30"11（2位）

春季東都 2 部リーグ 6 位

女子10000m決勝

6月18、19日神宮球場で 3 部優勝の芝浦工大との入

中村瑠花
（栄養3年） 35'21"23（10 位）

替戦の結果

堀川はる菜
（開発3年）36'18"82（14 位）

2戦2勝（各6対0）で2部残留が決定。

内海あや
（栄養3年） 36'32"93（17 位）
〇5月24日～25

〇オホーツク生物産業学部硬式野球部
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北海道六大学野球春季リーグ戦

一部リーグ 2 位

〔社交ダンス研究部〕
〇4月27日

〔ボクシング部〕

第108回東都大学学生競技ダンス選手権大会（独協

〇 4月5日

大学）

第17回 仁 川 ア ジ ア 競 技 大 会 の 日 本 代 表 選 考 試 合

丹野・新井組がスローフォックストロットで準優勝

（NTC）

滝下・大城組がチャチュチャで 3 位入賞

本学より齋藤一貴君
（ビジネス4年）、桑原拓君
（ビジ

〇5月11日

ネス1年）の 2 名の学生の他に平成25年度国際バイ

第2回東部日本学生競技ダンス前期新人戦（首都大学）

オビジネス学科卒業の青木貞頼さん（東京農業大学第

伊東・河合組がスローフォックストロットで3位入賞

二高等学校事務職員）、平成23年度経済学科卒業の成

〇5月18日

松大介さん（自衛隊体育学校）の卒業生を含む合計 4

第90回理工科系大学学生競技ダンス選手権大会（文

名の選手が選考試合に出場いたしました。

教大学）

その結果、青木貞頼さんが仁川アジア競技大会の出場

中村・大塩組がルンバで準優勝

権を獲得いたしました。

石川・勝又組がジルバで準優勝、馬場・松下組が 3

第17回 仁 川 ア ジ ア 競 技 大 会は9月19日－10月4日

位入賞

韓国仁川で開催します。

団体成績でも 3 位入賞

〇第67回関東大学リーグ戦 5月10日開幕～7月12日

〇6月15日

まで後楽園ホール

第16回皐月杯争奪学生競技ダンス選手権大会（首都
大東京南大沢キャンパス）

〔世田谷ホッケー部男子・女子〕

シニアの部

〇関東学生ホッケー春季リーグ準優勝、全国王座決定戦

伊東俊介（醸造3年）、河合美乃莉（化学3

年）組がタンゴ優勝、クイックステップの部で準優勝

への出場権獲得

中村公紀（経済3年）、大塩香澄（化学3年）組がパソド
ブレで優勝
ジュニアの部

杉山竣平（工 2 年）
・森山玲菜（短栄2

年）組がパソドブレで優勝
小堀森平（経済2年）、葉安理（ビジネス2年）組がワル
ツで準優勝
【団体】3 位
（以上）
〔馬術部〕
〇 5/30 ～ 6/1
第86回関東学生馬術選手権大会
総合結果 第2位

暑中お見舞い申し上げます。

吉田匡慶（ビジネス1）

梅雨明けも間近の頃となりました。

第14位

鷺坂総宏
（ビジネス3）

校友会活動につきましては、多くの校友会員の皆様方に

第21位

下田瑞生
（短生2）

は大変お世話になっております。

第22位

和田健太郎（ビジネス1）

本年度も校友会活動の発展を目指し頑張りますので、
引き続きご指導ご鞭撻賜りますよう、よろしくお願い申
し上げます。
本年も猛暑が予想されています。健康にはくれぐれも
ご留意されますようご祈念申し上げます。
平成 26 年 7 月 5 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（旧姓・木内）

安井三己彦
大澤
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宥二

