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東京農業大学校友会は6月1日、世田谷キャンパス・
アカデミアセンターの横井講堂で平成30年度通常総会
を開き、平成30年度の事業計画や収支予算などが承認
されました。全国から代
議員209人（うち委任状
45人）が出席。
総会は校友会の小泉幸
道副会長の開会の辞で始
まり、主催者を代表して
三好吉清会長があいさ
つ、来賓として学校法人
東京農業大学の大澤貫寿
理事長、東京農業大学の
髙野克己学長が祝辞を述
べました。その他、夏秋
啓子副学長、新部昭夫副
学長、金子忠一副学長、
学校法人の舟山亮本部
長、大学の手島秀樹事務

局長らが来賓として出席しました。
議長に熊本県支部長の阿曽田清氏（昭44工）を選出し
議事に入りました。

議案審議
通常総会に提出された次の４議案は異議なく原案通り
承認されました。
第1号議案　�平成29年度事業報告並びに決算報告の承

認に関する件
第2号議案　�箱根駅伝への道�oneコイン募金事業創設の

承認に関する件
第3号議案　�平成30年度事業計画並びに収支予算の承

認に関する件
第4号議案　�会則及び役員選出規程の一部変更の承認に

関する件

平成30年度校友会活動の基本方針
母校・東京農業大学創立127周年の輝かしい伝統と
実績を踏まえ、東京農業大学校友会は所期の目的を達成
するため、都道府県支部・海外支部会員各位並びに学校
法人東京農業大学、東京農業大学及び東京農業大学教育

後援会等のご支援・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、各種活動に取り組むこと
とします。
(1) 大学の発展方向に対する協力と支援
(2) 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

(3) 校友会及び大学情報の会員への提供の充実
(4) 箱根駅伝への道 oneコイン募金の推進活動
(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

報告事項
(1)125周年記念事業募金支部別実績（暫定、平成30年
3月末現在）

(2) 株式会社農大常磐松第35期営業報告並びに有限会
社農大桜丘第18期営業報告
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平成30年度校友会通常総会を開催

平成30年度の事業計画や収支予算、「箱根駅伝への道�oneコイン募金」の創設などが全会一致で承認された通常総会
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創立記念を祝う会並びに第18回東京農大ホームカミングデー開催

今年度の創立記念を祝う会並びにホームカミングデー
は6月16日、百周年記念講堂で校友や教職員約600人
が参加して開かれました。
式典では髙野克己学長のあいさつの後、校友会支部等

から推薦された5組の親子三代卒業生表彰があり、代表し
て秋山光彦氏（昭33農）がお礼のあいさつを述べました。
また、創立125周年記念事業資金募金の高額寄付者
への感謝状が大橋邦雄氏（昭49林）と鈴木吉助氏（昭40
林）に贈呈されました。

昨年度から始まった平成30年度東京農大貢献賞は、
農学部生物資源開発学科の松林尚志教授に授与され、受
賞後、「ボルネオ熱帯雨林の野生動物の生態と生息地保
全」について講演しました。今年度から新設された東京
農大ベストティーチャー賞は、農学部農学科の平野繁准
教授ら７人が表彰されました。
特別記念講演では、元プロ陸上競技選手の為末大氏が

「ハードルを越える」と題して講演しました。
参加した校友には記念品が配布されました。

親子三代表彰を受賞された皆さん 講演する為末大氏

代目 氏　名 卒年 学部�学科 住�所

１ 秋山�光彦 昭33 農学部�農学科 山梨県

２ 秋山�晴英 平元 農学部�造園学科 山梨県

３ 秋山�幸慶 現役3年 国際食料情報学部
食料環境経済学科 東京都

１ 水澤�辰夫 昭34 農学部�農学科 新潟県

２ 水澤�和雅 昭63 農学部�造園学科 新潟県

３ 水澤�雅仁 現役2年 国際食料情報学部
食料環境経済学科 東京都

１ 奈良�治一 昭36 農学部�農学科 東京都

２ 岩井�光枝（奈良） 昭61 短期大学�栄養科 千葉県

３ 岩井��隆徳 現役4年 応用生物科学部
バイオサイエンス学科 千葉県

１ 岡田　�力 昭38 農学部�農学科 埼玉県

２ 関根�直子（岡田） 昭62 短期大学�栄養科 埼玉県

２ 岡田�芳之 平6 農学部�林学科 埼玉県

３ 関根�枝里子 現役3年 国際食料情報学部
国際農業開発学科 埼玉県

１ （故人）関谷�智昭 昭25 専門部�農業土木学科 ―

２ 関谷�俊彦 昭57 農学部�林学科 群馬県

３ 関谷�菜生斗 平29 地域環境科学部
森林総合科学科 群馬県

第18回ホームカミングデー親子三代表彰者一覧
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本部の動き

１．常任理事会の開催
(1) 第1回／5月11日
①平成30年度通常総会提出議題について
　1)�平成29年度事業報告・決算報告について
　2)�平成30年度事業計画・収支予算について
　3)�会則及び役員選出規程の一部変更について
　4)� �「箱根駅伝への道�oneコイン募金」事業の新設に

ついて　
②理事会、総会等のスケジュールについて

(2)第2回／6月20日
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�「箱根駅伝への道�oneコイン募金」実施要領について
④当面の会議日程等について

(3) 常任理事会の開催予定
第3回／ 8月29日（水）15:00～
第4回／10月19日（金）14:00～
第5回／12月 7日（金）14:00～

２．監事会の開催
(1)第1回／５月11日
①平成29年度事業報告書について
②平成29年度決算報告書について

(2) 監事会の開催予定
第2回／12月6日（木）15:00～

３．理事会の開催
(1)第1回／５月25日
①平成30年度通常総会提出議案について
②総会運営、当面の会議日程等について

(2)第2回／6月1日
平成30年度通常総会の運営について

(3) 理事会の開催予定
第3回／12月14日（金）14:00～

４．「箱根駅伝への道 oneコイン募金」について
校友会として、今年度から「箱根駅伝への道 oneコイ
ン募金」を始めました。この募金活動を開始して以来、
箱根駅伝への出場を期待・熱望している全国の校友か
ら、振り込みや支部総会等で設置いただいた募金箱を通
じて、募金が寄せられています。
これから各地で開かれる支部総会の他、各種会合で募
金への協力を呼び掛けていた
だくよう、お願いいたします。
PRチラシ、払込取扱票、ポ
スターをお送りしますので、
必要枚数を校友会本部事務局
にご連絡ください。

５．平成30年度支部運営費交付金について
第２回常任理事会において「平成30年度校友会支部
運営費交付基準」を定め、支部長・幹事長に通知（7月
23日付）しました。交付基準額は前年と同額です。7月
23日に前期交付金（支部代議員割）を送金しました。

ブロック会議等の開催予定

１．平成 30年度ブロック会議開催予定

ブロック 当番支部 開催日

北海道・東北 宮城県支部 10月27日（土）～28日（日）

関東・甲信越 群馬県支部 11月11日（日）～12日（月）

東海・近畿・北陸 滋賀県支部 11月 3日（土）～ 4日（日）

中国・四国 島根県支部 11月17日（土）～18日（日）

九　州 熊本県支部 11月10日（土）～11日（日）
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連絡・報告事項

２．校友会支部総会の開催実績と予定

開催日 支部 場　所

5月12日（土） 東京都 グリーンアカデミーホール（世田谷区）

6月 2日（土） 新潟県 ラマダホテル新潟（新潟市）

6月17日（日） 兵庫県 東天紅三宮センタープラザ（神戸市）

6月30日（土） 大分県 トキハ会館（大分市）

7月 1日（日） 奈良県 橿原オークホテル（橿原市）

7月 1日（日） 千葉県 京成ホテルミラマーレ（千葉市）

7月 1日（日） 鳥取県 ホテルモナーク鳥取（鳥取市）

7月 7日（土） 高知県 ホテル高砂（高知市）

7月 8日（日） 三重県 プラザ洞津（津市）

7月14日（土） 埼玉県 ラフレさいたま（さいたま市）

7月14日（土） 滋賀県 ホテルピアザびわ湖（大津市）

7月21日（土） 徳島県 徳島グランヴィリオホテル（徳島市）

7月22日（日） 香川県 ホテルパールガーデン（高松市）

7月28日（土） 愛媛県 いよてつ会館５階（松山市）

7月28日（土） 栃木県 ホテルニューイタヤ（宇都宮市）

３．全国支部長会議・通常総会の開催予定
平成30年度全国支部長会議　　平成31年２月22日（金）
平成31年度通常総会　　　　　平成31年５月24日（金）

１．支部別名簿（原簿）の送付と名簿整備について
平成30年3月卒業の新会員を加えた支部別名簿を8月
上旬に送付しましたので、支部活動にご活用ください。
会員名簿の精度を高めるため、住所変更（異動等）・改
姓等がありましたら、本部に連絡いただきますよう、ご
協力をお願いします。報告様式「会員名簿変更届」は校友
会HPに掲載しています。FAXまたはメールにてご連絡
願います。
FAX：03-3427-2271
E-mail：ko3883@nodai.ac.jp

２．校友会支部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「校友会支部会員名簿管理
規程」に定め、個人情報の保護に努めています。
校友会本部事務局が配布した支部別名簿やCD-R 等

（個人情報）の利用及び管理等は、上記の規程に従った取
り扱いをお願いします。

３．校友会ホームページへの情報提供について
校友会のホームページでは、本部の動き、会議の予定
や内容の他、各支部の役員や規程、総会の開催予定・内
容、年度計画、活動報告等を管内の会員に連絡・報告で
きる支部別のページを設けています。
各支部から情報が届き次第、随時、支部のページを更
新しますので、支部活動の情報提供をお願いします。

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
����休業日　８月８日（水）～17日（金）

（２）グリーンアカデミーホール（校友会館）
����休館日　８月８日（水）～19日（日）

（３）グリーンアカデミーホール　レストラン
����休業日　８月10日（金）～19日（日）

開催日 支部 場　所

7月28日（土） 熊本県 水前寺共済会館グレーシア（熊本市）

8月 4日（土） 佐賀県 グランデはがくれ（佐賀市）

8月17日（金） 富山県 ホテルグランテラス富山（富山市）

8月17日（金） 沖縄県 カルチャーリゾート�フェストーネ（宜野湾市）

8月18日（土） 福岡県 博多百年蔵（福岡市）

8月19日（日） 広島県 三次グランドホテル（三次市）

8月25日（土） 岡山県 津山国際ホテル（津山市）

8月25日（土） 山口県 防長苑（山口市）

8月25日（土）鹿児島県 ホテルパレスイン鹿児島（鹿児島市）

8月25日（土） 宮城県 仙台ガーデンパレス（仙台市）

8月25日（土） 青森県 サンロイヤルとわだ（十和田市）

8月26日（日） 島根県 三好家（益田市）

9月 1日（土） 愛知県 サイプレスガーデンホテル（名古屋市）

9月 1日（土） 長崎県 L&Lホテルセンリュウ（諫早市）

9月 2日（日） 長野県 ホテル信濃路（長野市）

9月 8日（土） 京都府 京都タワーホテル（京都市）
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１．大学が締結した連携協定（４月以降）
◯ 菊池地域農業協同組合と包括連携協定を締結
　（平成30年4月18日）　
協定の活動内容は、①農畜産業及び関連産業の活性化
に向けた連携②環境保全・地域づくりに関する連携③教
育・研究・文化振興に関する連携④就職及び就農支援に
よる人材育成に関する連携が主な柱。
協定締結式は、世田谷キャンパス・アカデミアセンター
で行われ、菊池地域農業協同組合からは三角修組合長ら
が、本学からは髙野克己学長らが出席しました。

◯ 網走漁業協同組合、西網走漁業協同組合と包括連携協
を締結（6月18日）
本学生物産業学部は、網走漁業協同組合及び西網走漁
業協同組合と包括連携協定を締結しました。
協定の活動内容は、①漁業経営の持続的発展及び新た
な地域課題の解決に関すること②網走川流域を含む地域
産業の発展に向けた取り組みに関すること③人材育成及
び人材交流に関することが主な柱。
締結式は、生物産業学部（北海道オホーツクキャンパ
ス）内で行われ、網走漁業協同組合からは新谷哲也組合
長らが、西網走漁業協同組合からは清野一幸組合長らが、
生物産業学部からは吉田穂積学部長らが出席しました。

会員の動静（校友会ニュース123号発行後、支部等からの報告のみ掲載）

◎慶　　　平成30年春の叙勲・褒章を次の方々が受賞されました。

◎当選　　次の方が当選されました。

◎弔　　　次の方々がご逝去されました。

支　部 氏　名 卒　年 学　科 叙勲等の種類
群馬県 赤地�勝美�氏 昭39 拓 旭日双光章
高知県 西岡�猪一郎�氏 昭45 経 瑞宝小綬章
滋賀県 霜降�利男�氏 昭47 通園 黄綬褒章

支　部 氏　名 卒　年 学　科 町　名 当選年月日 期

徳島県 三浦�茂貴�氏 平8 林 海陽町�町長 平成30年4月22日 初当選

支部 氏名 卒年 学科 逝去日
新潟県 石本�龍一�氏 昭37 経 平成30年4月10日
青森県 安藤�行夫�氏 昭33 経 4月21日
佐賀県 大串�一郎�氏 昭40 経 4月29日
山梨県 古屋　�仁�氏 昭35 農 5月 6日
千葉県 神野�　建�氏 昭45 拓 5月17日
群馬県 齋藤�秀美�氏 昭52 造 5月30日

※　徳山高光氏は東京農業大学校友会理事、東京都支部顧問としてご尽力いただいていました。77歳でした。

学校法人・大学の動き

支部 氏名 卒年 学科 逝去日
東京都 土屋�公幸�氏 昭39 農 ６月 5日
東京都 徳山�高光�氏 昭39 化 ６月17日
滋賀県 北村�良碩�氏 昭19 専土 ６月18日
高知県 野中�英作�氏 昭52 農 ７月 6日
神奈川県 井上�嘉正�氏 昭24 学農 ７月13日
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◯ ふくしま未来農業協同組合と包括連携協定を締結
　（７月９日）
協定は、①農畜産業及び関連産業の活性化に向けた連
携②原発事故からの復興再生に向けた連携③環境保全・
地域づくりに関する連携④教育・研究・文化振興に関す
る連携――などが主な柱。
締結式は、世田谷キャンパス・アカデミアセンターで
行われ、ふくしま未来農業協同組合からは菅野孝志組合
長らが、本学からは髙野学長らが出席しました。

◯  JA全農と包括連携協定を締結（７月10日）
協定締結式は東京・大手町のJAビルで行われ、全農の
長澤豊会長と髙野学長が締結書に調印しました。
本協定は①農業や関連産業の活性化②情報通信技術

（ICT）やドローン（小型無人飛行機）など先端技術の活用
③人材育成④キャリア支援―などで連携するとしてい
ます。

　�

２．人事・授与
〇称号授与
名誉教授（平成30年4月17日発令）
　村清司�氏、中村幸人�氏、安藤達彦�氏
名誉教授（平成30年4月19日発令）
　渡部俊弘�氏、中川純一�氏

３．フォーラム・シンポジウムの開催
◯�日本農業労災学会・総合研究所研究会共催シンポジウ
ム「農業労災事故防止技術・仕組み開発の新たなチャ
レンジ」（�5月18日）
◯��生物的防除部会�平成30年度�第1回講演会
　（6月12日）
◯��実践総合農学会シンポジウム「GAP（農業生産工程管
理）をめぐる現状と展望－新たな農業のあり方を求め
て－」（6月23日）
◯��日本森林保健学会�第8回学術総会（6月23日）
◯�沙漠緑化研究部会�活動報告会・講演会（�6月29日）
◯��本学総合研究所�特別講演「がんと哲学」（7月12日）
◯��日本乳酸菌学会2018年度大会（7月13・14日）
◯��「山村振興に結び付く里山文化資源に関する意見交換
会」（7月27日）本学総合研究所�農村計画研究部会
等主催
◯��稲・コメ・ごはん部会�第6回セミナー「米飯販売業務
に関わる実践的な取り組み、新たな視点と多様性につ
いて」（8月2日）

４．学会賞等の受賞者紹介
◯��平成30年度日本栄養 · 食糧学会功労賞受賞　清水誠
教授（栄養科学科）（5月11～13日）
◯��第65回日本実験動物学会総会�日本実験動物学会�奨
励賞受賞�和田健太准教授（北方圏農学科）、最優秀論文
賞受賞�高橋剛、長谷川清香、関優太、古郡真宗（生物
産業学研究科修了）福富友紀子、原田千鴻（生物生産学
科卒業生）吉川欣亮（農学研究科修了）和田健太�准教授
（北方圏農学科）（5月17日）
◯��比較思想学会第45回大会で比較思想学会研究奨励賞
を受賞�増田敬祐助教（食料環境経済学科）
　（6月16･17日）

５．オープンキャンパス開催
世田谷・厚木キャンパス　８月４日（土）・５日（日）
オホーツクキャンパス　　７月２８日（土）・２９日（日）

６．収穫祭の開催予定
オホーツクキャンパス　１０月７日（日）・８日（月・祝）
世田谷キャンパス　　　１１月２日（金）～４日（日）
厚木キャンパス　　　　１１月３日（土）・４日（日）



7

農友会の活躍（５月以降）

3000mSCで優勝争いをする
清水選手（右から2人目）

3000mSC決勝に出場した盛田選手（先頭）

1500m決勝で2位の保坂選手㊧と
3位の土田選手㊨

＜体育団体＞
�陸上競技部女子
◯ 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会（関東インカレ、5／
24～27）　＜1部＞3000mSC（障害）2位＝清水萌衣乃（醸4）
／1500m決勝2位＝保坂野恋花（醸3）、３位＝土田佳奈（健3）／
10000m決勝8位＝佐藤有希（健4）

◯ 関東学生陸上競技連盟栄章を授賞　平成29年度栄章の授賞式
が5月27日、関東インカレで行われ、棟久由貴（健３）が女子優秀
選手賞、長田千治監督が指導者功労賞を受賞した。�

◯ 2018日本学生陸上競技個人選手権大会（6／15～17、神奈
川）　1500m決勝5位入賞＝土田佳奈（食品3年）。

◯ 第102回日本陸上競技選手権大会（６／22～24、山口）
10000m決勝10位＝棟久由貴、3000mSC決勝13位＝清
水萌衣乃。日本のトップ選手が出場する大会で、2人ともハイレベ
ルな争いをした。

◯ Spitzen Leichtathletik Luzern（7／9、スイス）　3000m決
勝4位＝保坂野恋花（日本人2位）

◯ Flanders Cup Meeting Guldensporen（7／14、ベルギー）　
1500m決勝10位＝保坂野恋花（日本人1位）

�陸上競技部男子
◯ 第97回関東学生陸上競技対校選手権大会（関東インカレ、5／
24～27）　＜2部＞100m決勝2位＝青柳明日翔（経４）、同6位
＝白石幸大（開１）、同7位＝山縣史博（開４）／200m決勝3位＝
青柳明日翔／400m
決勝８位＝大坪未樹
（造２）／5000m決
勝2位＝小山直城（醸
４）／10000m決
勝5位＝小山直城／
3000mSC決勝10
位＝盛田和輝（経１）

◯ 2018日本学生陸上競技個人選手権大会（6／15～17）
3000mSCタイムレース1組で村田亨之（経３）が1位（総合8
位）、同2組で盛田和輝が1位（総合5位）

◯ 第50回全日本大学駅伝対校選手権記念大会／関東地区選考会
（６／３０、浦和駒場スタジアム）　２０校が各８選手の10000m
合計タイムで競い、農大は最後まで粘り強い走りを見せたが、総合
15位で本戦出場はかなわなかった。

◯ 陸上競技部･長距離　箱根駅伝に向け指導体制を強化　コーチに
小指徹（こざし�とおる）氏が加入し、長田千治監督の他、コーチ3人
となり、箱根駅伝に向けた指導体制が強化された。
小指コーチは昭和62年、本学農業経済学科を卒業。在学時は箱
根駅伝に4年連続出場、卒業後ダイエー陸上部へ。平成元年びわ湖
毎日マラソン優勝、３年東京国際マラソンでは同タイムの2位、中山
竹通、谷口浩美らとともに同年の世界陸上の代表に選出されたが、
故障により出場辞退。SUBARU陸上競技部の総監督を務めた。

�世田谷キャンパス硬式野球部
◯ 平成30年度東都大学春季2部リーグ（4／10～5／30）　１勝
１０敗、最下位となった。3部優勝の順大との入替戦（6／27、２８、
２９）の結果、2勝１敗で残留が決定した。入替戦の1回戦では７－８
で逆転負けしたものの２回戦は５－１、3回戦では三塁打2本を含む
10安打、前田剛投手（経３）が完投し８－１と大勝。力の違いを見せ
つけ順大を退けた。秋季リーグ（9・10月）で2部上位が期待される。

�オホーツクキャンパス硬式野球部
◯ 北海道学生野球春季リーグ（4／28～5／27）　７勝３敗、３位に
終わり、全日本大学野球選手権大会への４年連続出場はかなわな
かった。優秀投手＝中村亮太（産経２）、首位打者＝笹原勇人（産経
３）が表彰された。また、ベストナインに捕手＝笹原勇人、外野手＝
野辺地勘太（産経４）、指名打者＝ブライトン大河（産経２）が選ば
れた。

�相撲部
◯ 第35回全日本大学選抜相撲宇和島大会（4／29、愛媛県）
　団体決勝トーナメントに進み、ベスト８。
◯ 第58回全国大学選抜相撲宇佐大会（5／３、大分県）　団体決勝
トーナメント準決勝で近畿大に敗れたものの、3位決定戦で日体
大に勝ち3位。

◯ 第97回東日本学生相撲選手権大会（6／10、両国国技館）個人戦
で松原（康）（森４）が優秀８選手決勝トーナメントに進み、ベスト８。
団体戦ではＡクラス優秀8校決勝トーナメントに進み、ベスト８。

�ボクシング部
◯ 第71回関東大学ボクシングリーグ戦（５／12～７／14、後楽園
ホール）　1部リーグ（6大学）で日本大、東洋大に負けたものの、
中央大など３大学に勝利し3勝2敗で２位。リオ五輪代表で全日本
王者の森坂嵐（ビジネス４）は４戦全勝、主将の北浦龍馬（ビジネス
４）も４勝１敗とチームを牽引。高校国内タイトル５冠の中垣龍太朗
（ビジネス１）ら４人の１年生も善戦、今後の活躍が期待される。

◯ ロシア国際トーナメント（５／15～20、ハバロフスク）　森坂嵐が
ライト級に出場、初戦のカザフスタン戦では力強いボディーブロー
をきかせ圧倒、レフリーストップで勝利。2回戦では強豪ロシアに
大差の判定で勝ったが、準決勝で北朝鮮に不運の判定負け。森坂
選手は敢闘賞を獲得、さらにハバロフスク連盟から特別メダルも
受賞した。

◯ タイ国際オープントーナメント（６／30～７／６、タイ・バンコク）　
フライ級・中垣龍汰郎とバンタム級・北浦龍馬が出場、北浦選手が
準優勝、銀メダルを獲得した。

�ホッケー部
◯ U18女子ユース「ユースオリンピック競技大会アジア予選」（４／
25～29、タイ・バンコク）　ホッケー部の村上冴来（食農１）が、日
本代表選手に選ばれ、全試合に出場しグループリーグ４試合で合
計９点、日本は5位と健闘した。2020年の東京オリンピックに向
けて、村上選手の今後の活躍が期待される。

◯ 平成30年度関東学生ホッケー春季１部リーグ（４／１～５／27）　
男子は予選プール３戦３敗で４位通過。順位決定予選で慶大に勝
ち、さらに５位決定戦で東大に勝ち５位。女子は予選プール３戦２
勝１敗で２位通過。順位決定予選で山梨学院大に負けたが、３位決
定戦で早大に勝ち３位。

◯ 第37回全日本大学ホッケー王座決定戦・東西交流戦（６／28～７
／１）　男子は王座決定戦プレーオフで東海学院大に勝利し、関東
第５代表として出場。女子も関東第３代表として出場した。
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場　所

正　代 豊　山

熊本県／時津風
（正代直也�平26開）

新潟県／時津風
（小柳亮太�平28森）

平成30年5月場所
（夏場所）

前頭四枚目
９勝６敗

前頭三枚目
２勝13敗

平成30年７月場所
（名古屋場所）

前頭一枚目
6勝9敗

前頭九枚目
12勝3敗
敢闘賞（初）

�馬術部
◯ 第49回関東学生馬術新人競技大会（４／14、津久井）　中障害Ｄ
4位＝南部七輝（ビジネス２）ホーリープレインチパラ号、7位＝福
島ひとみ（食農１）スーパーソニック号

◯ 第25回関東学生馬術協会会長杯争奪戦（４／14・15、津久井）　
小障害Ａ2位＝澤瀬大貴（ビジネス１）ホーリープレインチパラ号

◯ 第10回関東学生レースホープカップ馬術大会（４／15、津久井）
3位＝福島ひとみ　スーパーソニック号

◯ 第71回都民体育大会 馬術競技（５／12～13、御殿場）　第6競
技ジムカーナー（男子）2位＝木村雄飛（醸３）スーパーソニック号

◯ 第53回関東学生賞典障害馬術競技大会（６／21・22、山梨県）　
団体5位

◯ 第53回関東学生賞典馬場馬術競技大会（６／22、山梨県）　8位
＝鵜飼勇希（造３）

◯ 第69回関東学生賞典総合馬術競技大会（６／23・24、山梨県）　
団体7位

�フェンシング部
◯ 第71回関東学生フェンシング連盟リーグ戦（５／14・15、駒沢）
男子・女子共に2部リーグで準優勝。

�体操部
◯ 第51回東日本学生トランポリン競技選手権大会（５／27、農大）
個人競技決勝Ａクラス女子で中村風稀（醸２）が4位と健闘。

�レスリング部
◯ 東日本学生レスリング・リーグ戦（５／16～18、駒沢体育館）　2
部リーグ戦を6戦全勝で優勝した。1部との入替戦には敗れ、1部
昇格とならなかった。2部リーグの最優秀選手に鬼原渓（森3）が選
ばれた。
農大レスリング部は部員の減少により、平成27年の東日本学生

リーグ戦を無念の棄
権。２部リーグ降格と
なり、28年も不出場
だったが、昨年の4位
を経て今大会で復活
の優勝を果たした。

�ラグビー部
◯ 2018関東理工系1部リーグ（５／６～６／３）
農大、法政大工体連、東京都市大が同率優勝。

�自動車部
◯ 全関東学生ジムカーナ選手権大会（５／13、富士スピードウェイ）
女子個人の部で林夏生（経３）が9位。

◯ 全関東学生ダートトライアル選手権大会（６／24、丸和オートラン
ド那須）女子個人の部で林夏生が9位。
�
�ボディビル・パワーリフティング部
◯ 第105回関東学生パワーリフティング選手権大会（６／24、さい
たま市）　女子52㎏級優勝＝寺山陽葵（生命２）　男子59㎏級2
位＝大石航平（化３）、83㎏級２位＝岡野太郎（経３）

�弓道部
◯  第48回全関東学生弓道選手権大会（6／16・17、日本武道館）
女子は団体ベスト16（出場校84校）と健闘した。

�オホーツクカーリング部
◯ 第26回北海道ジュニアカーリング選手権大会（3／21～25、妹
背牛町）　女子チームは予選突破後、決勝リーグで3位になり、全日

本ジュニア選手権（11月、軽井沢で開催）への出場権を獲得した。
女子チームのメンバーは瀬口悠希（食香3）、小暮美咲（食香3）、
福島明峰（食香3）、高根沙姫（食香3）、今野千尋（アクア2）、佐々
木優介コーチ（アクアＯＢ）。
�

＜文化団体＞
 社交ダンス研究部
◯ 第116回東都日本学生競技ダンス選手権大会（４／15、獨協大
学・草加市）　フォーメーション（8カップル16人で踊るダンス）で
優勝の快挙を成し遂げた。団体成績でも準優勝。学年が変わって
も伝統校の強さを示した。

◯ 第102回東部日本学生競技ダンス選手権大会（６／17、獨協大
学・草加市）　ラテンの部で佐原安春（森林４）・荒奈瑠美（栄４）組が
ルンバで優勝、チャチャチャで３位入賞した。本大会の戦績により、
夏の全日本戦（７／８、なみはやドーム・大阪府門真市）に出場した。

◯ 第19回皐月杯争奪学生競技ダンス選手権大会（6／24、首都大
学�東京・八王子市）　ジュニア�スタンダードの部で藤ケ崎半平太
（化２）・林夕夏（栄２）組がクイックステップで準優勝した。
�

 農大ＯＢの活躍
◯ 東京農大出身の大相撲関取の過去２場所の成績

◯ 第89回都市対抗野球大会の出場選手激励会を開催（7／12）
東京農業大学、北海道オホーツク、東京情報大学各硬式野球部ＯＢ
会による都市対抗野球大会出場選手の激励会が大会前日、東京・品
川プリンスホテルで開かれた。野球部ＯＢ会・柴崎昭夫会長、学校法
人東京農業大学・大澤貫寿理事長らが選手を激励した。
今年の大会は７月13日から東京ドームで開かれ、NTT東日本など
18チームに所属する26人（世田谷13人、オホーツク8人、情報大5
人）が出場した。

西日本豪雨により被災された皆さまに謹んで
お見舞い申し上げます。皆さまの一日も早い復旧・
復興を心よりお祈り申し上げます。
今年度から「箱根駅伝への道�one コイン募金」
が始まりました。ご協力をお願いいたします。
暑さ厳しき折、一層の御自愛をお祈り申し上げ
ます。
　平成30年8月7日

　東京農業大学校友会
　　　常任理事・事務局長　小�野�甲�二
　　　事務局次長　　　　　安�達�哲�司
　　　主任　　　　　　　　岡�本�素�子
　　　　　　　　　　　　　目���裕美子
　　　　　　　　　　　　　岡�田�政�人


