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令和元年度東京農業大学校友会通常総会が５月24日、
世田谷キャンパスの横井講堂で開かれ、平成30年度事業
報告・決算報告、令和元年度事業計画・収支予算などが全
会一致で承認されました。総会には全国から代議員210人
（うち委任状56人）が出席しました。

主催者を代表して三好吉清会長と外園 副会長があい
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。髙
野学長は新入試制度等についても説明しました。

議案審議
議長に大分県支部長の加藤早苗氏（昭48農）を選出し
議事に入りました。議案説明は小野甲二常任理事が行い、
上程された全４議案は異議なく承認されました。
第１号議案　�平成30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　�令和元年度事業計画並びに収支予算の承認

に関する件
第３号議案　会則の一部変更に関する件
第４号議案　校友会第２号理事の承認に関する件

令和元年度校友会活動の基本方針
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

陸上競技部に「oneコイン募金」を贈呈

総会後、会場に農友会陸上競技部の小指徹・男子監督
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令和元年度通常総会を開催

令和元年度の事業計画や収支予算等が承認された通常総会

「oneコイン募金」
の目録が小指監督
㊨に手渡された
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親子三代特別表彰を受賞された皆さん 講演する涌井史郎氏

親子三代卒業生５組表彰

創立記念を祝う会並びにホームカミングデー
創立記念を祝う会並びにホームカミングデーが６月15

日、世田谷キャンパスの百周年記念講堂で校友や教職員
約450人が参加して開かれました。
式典では校友会の山口県支部、香川県支部、鳥取県支
部、宮城県支部などから推薦された５組の親子三代特別表
彰があり、代表して森和義氏(昭52造)がお礼のあいさつ
を述べました。

東京農大貢献賞は森林総合科学科の江口文陽教授に、
東京農大ベストティーチャー賞は農学科の増田宏司教授ら
６人に、新設されたベストレクチャー賞は生産環境工学科
の中島亨准教授に授与されました。
特別記念講演では、本学造園学科出身で造園家の涌井
史郎氏が「農的発想こそが持続的未来を担保する」と題し
て講演しました。

第19回ホームカミングデー親子三代表彰者

代目 氏　名 卒　年 学　　　　科 住　所
1 森　�克巳 昭19 専門部　農学科 （故人）
2 森　�和義 昭52 農学部　造園学科 山口県
2 森　�法子 昭52 農学部　造園学科 山口県
3 森　�和子 平16　 地域環境科学部　造園科学科　 山口県
1 造田　�忠 昭34 農学部　農学科　 香川県
2 造田���泰 平元 農学部　栄養学科管理栄養士専攻 香川県
3 造田�夏実 現２年 国際食料情報学部　国際食農科学科 東京都
1 竹茂�幹根 昭34 農学部　林学科 鳥取県
2 竹茂�良平 平元 農学部　農業経済学科 鳥取県
3　 竹茂�紗穂　 現３年 国際食料情報学部　食料環境経済学科　 東京都

1 本田�幹雄 昭36
昭40

農学部　農学科
大学院　農学研究科修士課程農学専攻 （故人）

2 小迫�典子（本田） 平５ 農学部　農芸化学科 埼玉県
3　 小迫�健史　 現２年　 応用生物科学部　食品安全健康学科　 埼玉県

1 泉保�繁美 昭44
昭46

農学部　農業経済学科
大学院　農学研究科修士課程農業経済学専攻 香川県

2 泉保���創 平10 農学部　農学科　 香川県
3 河内�泰我 現３年 国際食料情報学部　国際農業開発学科 東京都

（昭62経）を招き「箱根駅伝への道oneコイン募金」の贈
呈式が行われました。同募金の第２期分、200万円の目録
を小指監督に手渡しました。
小指監督は「全員が今年は箱根駅伝の予選を突破する

という思いで頑張っている」と決意を表明。「oneコイン募
金が有効に使えてありがたい。」と感謝の言葉を述べまし
た。
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本部の動き

1． 本部役員の選任について
校友会役員の任期満了に伴う選挙・投票の結果、理事
25名と監事３名が確定（うち理事５名はブロック推薦・総会
承認）し、６月24日に開催した新理事会で理事の互選によ
り新役員が選任され、同日就任しました。選挙に当たりまし
て、関係各位のご協力に対し、感謝申し上げます
（１）第１号理事選挙の投票内容

投票総数4,360票、有効投票数3,510票、無効投
票数88票、白票数762票

（２）理事当選者の投票数（同点者の順位は候補者名簿順）
①小野甲二（187票）②萬歳　章（186票）③豊原
秀和（181票）④上原万里子(174票)⑤石原憲一郎
（172票）⑥上原　巌（171票）⑥加藤恒雄（171票）
⑥上岡美保（171票）⑥大場淳一（171票）⑥蓑茂壽
太郎（171票）⑥山本祐司（171票）⑫吉田廣文（170
票）⑬鈴木貢次郎（169票）⑬糠谷禎則（169票）⑬
鈴木崇之（169票）⑯長倉春義（168票）⑰岡本利隆

（167票）⑱早坂有弘（165票）⑲小桧山善継（161
票）⑳藤代孝七（141票）

（３）監事当選者（定数３名、立候補者３名で無投票）
神田　務　清水敏夫　水澤洋介

東京農業大学校友会
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�新会長

（昭和43年�農業経済学科卒）

新役員名簿（令和元年６月24日理事会決定） （役職別五十音順）

役職名 現・新 氏　　名 卒年学科 現　　職　　※７月16日現在
会　長 新 萬歳　　章 昭43経 学校法人東京農業大学理事・評議員
副会長 現 小野　甲二 昭47経 学校法人東京農業大学理事・評議員
〃 現 豊原　秀和 昭47拓 （一社）海外農業開発協会理事長／東京農業大学名誉教授

常任理事 新 上岡　美保 平13院経博 国際食農科学科教授
〃 現 小桧山善継 昭44経 福島県議会議員／学校法人東京農業大学評議員
〃 現 糠谷　禎則 昭50工 静岡県支部長
〃 新 蓑茂壽太郎 昭48造 （一財）公園財団理事長／東京農業大学名誉教授
〃 新 吉田　廣文 昭47林 埼玉県支部長／学校法人東京農業大学評議員

理　　事 現 石原憲一郎 昭45造 兵庫県参与／学校法人東京農業大学評議員
〃 新 上原　　巌 昭63林 森林総合科学科教授
〃 現 上原万里子 昭63院農博 食品安全健康学科教授
〃 新 大場　淳一 昭56造 ㈱大場造園代表取締役会長／学校法人東京農業大学評議員
〃 新 岡本　利隆 昭56工 東京都支部長
〃 新 加藤　恒雄 昭47畜 神奈川県支部長
〃 新 川満　信男　 昭51畜 沖縄県支部長（九州ブロック推薦）
〃 新 佐伯　　誠 昭49工 山口県支部長（中国・四国ブロック推薦）
〃 新 清水　重郎 昭47工 滋賀県支部長（北陸・東海・近畿ブロック推薦）
〃 新 鈴木貢次郎 平４院造修 造園科学科教授
〃 現 鈴木　崇之 昭50農 栃木県支部長／学校法人東京農業大学評議員
〃 新 高野　三郎 昭43院化修 茨城県支部長（関東・甲信越ブロック推薦）
〃 現 長倉　春義 昭45経 宮崎県支部長
〃 新 中田　雅俊 昭46林 秋田県支部長（北海道・東北ブロック推薦）
〃 新 早坂　有弘 昭49造 北海道支部長／学校法人東京農業大学評議員
〃 現 藤代　孝七 昭40経 千葉県支部代議員
〃 新 山本　祐司 平３院化修 東京農業大学副学長／農芸化学科教授

代表監事 現 神田　　務 昭45造 神奈川県支部副支部長
監　事 新 清水　敏夫 昭46林 群馬県支部副支部長
〃 新 水澤　洋介 昭48経 埼玉県支部幹事長

注）現は現職で当選した理事・監事、新は新人で当選又はブロック推薦の理事・監事

学校法人東京農業大学�理事・評議員
新潟県農業協同組合中央会�名誉会長
元�全国農業協同組合中央会�会長
元�国際協同組合同盟（ICA）理事
元�五泉市�市議会議員

主な経歴



4

2． 常任理事会の開催
（１）４月26日
①�令和元年度通常総会提出議題について
②�第１号代議員、選挙管理委員会について
③�校友会就職支援活動実施要領について　等

（２）新役員体制第1回�７月10日
①�校友会の運営について
②�令和元年度支部運営費交付基準について
③�台湾支部との交流ツアーの実施について
④�校友会功労者表彰について
⑤�校友会ニュース等検討委員会の設置について　等

3． 理事会の開催
（１）５月10日
①�令和元年度通常総会提出議題について
②��校友会就職支援活動実施要領について
③�第１号代議員、選挙管理委員会について

（２）５月24日
①�令和元年通常総会の運営について
②�2020年地域後継者推薦入試の変更について
③�第１号理事・監事選挙の公告について

（３）新役員体制第1回�６月24日
会長、副会長、常任理事、代表監事の選任について

4． 監事会の開催
４月25日

①�平成30年度事業報告書について
②�平成30年度決算報告書について

5． 令和元年度支部運営費交付金について
７月10日開催の常任理事会において「令和元年度校友
会支部運営費交付基準」を定め、支部幹事長に通知しまし
た。７月29日に前期交付金（支部代議員割）を送金しました。
就職対策助成費（定額助成費）も併せて送金しました。

6． 「箱根駅伝への道　oneコイン募金」について
「ｏｎｅコイン募金」は今年度が２年目。箱根の古豪、東京
農大の予選突破への力強い後押しとなるよう、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
呼びかけていただくよう、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。

ブロック会議・支部総会の開催

１． 令和元年度ブロック会議の開催予定

２． 校友会支部総会の開催実績と予定

ブロック 当番支部 開催日
北海道・東北 岩手県支部 10月26日（土）～27日（日）
関東・甲信越 長野県支部 11月10日（日）～11日（月）
北陸・東海・近畿 京都府支部 10月19日（土）～20日（日）

ブロック 当番支部 開催日
中国・四国 愛媛県支部 11月９日（土）～10日（日）
九州 佐賀県支部 11月16日（土）～17日（日）　

開催日 都道府県 会　場
4月20日（土） 東京都 グリーンアカデミーホール（世田谷区）
6月30日（日） 兵庫県 東天紅三宮センタープラザ（神戸市）
7月 6日（土） 新潟県 ラマダホテル新潟（新潟市）
7月 6日（土） 大分県 トキハ会館（大分市）
7月 6日（土） 高知県 ホテル高砂（高知市）
7月 7日（日） 千葉県 京成ホテルミラマーレ（千葉市）
7月 7日（日） 埼玉県 川越プリンスホテル（川越市）
7月 7日（日） 鳥取県 ANAクラウンプラザホテル米子（米子市）
7月19日（金） 和歌山県 ホテルアバローム紀の国（和歌山市）
7月20日（土） 岡山県 ピュアリティまきび（岡山市）
7月20日（土） 熊本県 水前寺共済会館グレーシア（熊本市）
7月21日（日） 秋田県 ホテルメトロポリタン秋田（秋田市）
7月21日（日） 香川県 ホテルパールガーデン（高松市）
7月21日（日） 愛媛県 いよてつ会館３階（松山市）
7月27日（土） 栃木県 ホテルニューイタヤ（宇都宮市）

開催日 都道府県 会　場
8月 3日（土） 徳島県 徳島グランヴィリオホテル（徳島市）
8月 3日（土） 佐賀県 グランデはがくれ（佐賀市）
8月16日（金） 富山県 ホテルグランテラス富山（富山市）
8月16日（金） 沖縄県 メルキュールホテル沖縄那覇（那覇市）
8月24日（土） 宮城県 仙台ガーデンパレス（仙台市）
8月24日（土） 山口県 防長苑（山口市）
8月24日（土） 福岡県 リーガロイヤルホテル小倉（北九州市）
8月25日（日） 島根県 サンラポーむらくも（松江市）
8月25日（日） 広島県 TKPガーデンシティ広島駅前大橋（広島市）
8月31日（土） 青森県 アップルパレス青森（青森市）
8月31日（土） 岐阜県 ホテルグランヴェール岐山（岐阜市）
8月31日（土） 鹿児島県 ホテルパレスイン鹿児島（鹿児島市）
9月 7日（土） 神奈川県 厚木キャンパス（厚木市）
9月 8日（日） 長野県 ホテルモンターニュ松本（松本市）
9月15日（日） 茨城県 水戸レイクビューホテル（水戸市）
9月21日（土） 愛知県 サイプレスガーデンホテル（名古屋市）
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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
平成31年3月卒業の新会員を加えた支部別名簿を７月
下旬に送付しました。支部活動にご活用ください。住所変更
（異動等）・改姓などがありましたら、本部に連絡願います。
報告様式「会員名簿変更届」は校友会ＨＰに掲載。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． 校友会会員名簿管理規定の運用について
校友会活動の基本となる会員名簿の活用に当たっては、
事務局では個人情報保護の重要性に配慮し、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会員名簿や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、活動報告等掲載する支部別のページを設けてい
ます。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��７日（水）～16日（金）

（２）グリーンアカデミーホール（校友会館）
��休館日　８月��７日（水）～1８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（土）～18日（日）

会員の動静 （校友会ニュース125号発行後、支部等からの報告のみ掲載）

◎慶　　令和元年春の叙勲・褒章を次の方々が受章されました。

◎当選　　第25回参議院選挙（7月21日投開票）で次の方々が当選されました。

◎新支部長

◎弔　　次の方々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 氏　名 卒　年 学　科 叙勲等の種類
千葉県 藤代�孝七�氏 昭40 経 旭日中綬章
岩手県 田沼�征彦�氏 昭42 造 旭日小綬章
三重県 仲野�彌和�氏 昭44 造 旭日小授章
高知県 大宮�健吉�氏 昭46 林 瑞宝小授章
大分県 佐保���暁�氏 昭46 林 旭日双光章
宮崎県 坂元�耕三�氏 昭44 経 旭日双光章
京都府 佐野�晋一�氏 昭55 造 黄綬褒章

支　部 氏　名 卒　年 学　科 就　任
東京都 岡本�利隆�氏 昭56 畜 平成31年４月就任
千葉県 丸　　�豊�氏 昭43 工 令和元年７月就任
和歌山県 山下　裕�氏 昭50 拓 令和元年７月就任
愛媛県 市川�貞男�氏 昭47 化 令和元年７月就任

支　部 氏　名 卒　年 学　科 選挙区 期
高知県 高野�光二郎�氏 平９ 開 徳島・高知 ２期目
三重県 吉川�有美�氏 平９ 開 三重 ２期目

支　部 氏　名 卒　年 学　科 逝去日
佐賀県 岡　�正隆�氏 昭50 工 平成31年４月７日
神奈川県 三廻部�眞己�氏 昭31 農 令和元年５月10日
茨城県 磯山�和男�氏 昭28 学経 令和元年５月21日
富山県 鹿熊�安正�氏 昭22 専村経 令和元年６月２日
東京都 巻島�克之�氏 昭24 専農 令和元年6月17日
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農友会の活躍

学校法人・大学の動き

＜体育団体＞
 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（４／27～５／27）２連敗か
らスタートしたが、残りを全勝し、９勝２敗で優勝。北海道
学生野球連盟代表として第68回全日本大学野球選手
権大会に出場が決定。
◯�第68回全日本大学野球選手権大会（６／10～17、神
宮球場・東京ドーム）史上初のベスト４！　１回戦・近大工
学部を６－５、２回戦・大阪体育大を3－2と逆転で勝ち上
がり、準々決勝は城西国際大を8－1とコールドゲームで
勝利。準決勝は東京六大学野球連盟代表の明治大（今
大会優勝校）と対戦。残念ながら1－5で敗れたが、本大
会出場16回目で初のベスト４に輝いた。今大会の「特別
賞」を受賞した。神宮球場には多くの校友、保護者、現役
学生が応援に駆け付け、熱い声援を送った。（写真＝準決
勝の明治大戦6／16）

１． 大学が締結した連携協定（５月以降）
◯兵庫県南あわじ市、ＪＡあわじ島（5／13）
◯�和歌山県太地町、太地町漁業協同組合、太地水産共同組
合（5／15）

２． フォーラム・シンポジウムの開催（5月以降）
◯�2019年度日本農業労災学会・東京農業大学総研研究
会共催シンポジウム（5／17）
◯�2019年度日本国際地域開発学会春季大会（6／8）
◯�生物的防除部会2019年度第1回講演会（6／18）
◯�シンポジウム「森林と健康」（6／22）
◯�第9回（令和元年度）総研研究会醸造食品部会�講演会
（6／28）
◯�東京農業大学総合研究所研究会沙漠緑化研究部会活動
報告会（6／28）
◯�東京農業大学－NITE共催シンポジウム�「生物資源の観
点から食の未来について考える」（7／5）

◯�第14回雪の市民会議�in�東京農業大学（7／6）
◯�講演会「農産物の国際認証と農業ビジネス」（7／9）
◯�トークセッション「日本における地域創生の歯車が回るた
めに」（7／12）
◯�農村計画フォーラム「産・官・学・民連携による地域振興の
あり方－如何に里山文化資源を活かし、磨き、どう市場展
開に結びつけるか－」（7／18）�

３． オープンキャンパスの開催
　�世田谷・厚木キャンパス　８月� ４日（日）・� ５日（月）
　�オホーツクキャンパス　�７月27日（土）・28日（日）

４． 収穫祭の開催予定
　�世田谷キャンパス　　�11月� 1日（金）～３日（日）
　�厚木キャンパス　　　�11月� ２日（土）、� ３日（日）
　�オホーツクキャンパス　10月13日（日）、14日（祝）

好投した林虹太投手（資経１）㊧と伊藤茉央投手（資経１）㊨

スタンドから大勢の校友、現役学生らが声援を送った。

準決勝・明治大戦で
初回に本塁打を打っ
た新宅優悟選手（産
経４）
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 世田谷キャンパス硬式野球部
◯�令和元年度東都大学春季２部リーグ（４／８～６／６）　
２勝10敗２分で最下位。３部優勝の大正大との入替戦
（６／25、26）の結果、２勝で残留が決定。入替戦の1
回戦は５－２、2回戦では二塁打5本を含む15安打の猛
攻で９－０と圧勝。

 陸上競技部男子
◯�第98回関東学生陸上競技対校選手権大会（関東イン
カレ5／23～26、相模原ギオンスタジアム他）＜２部＞
100m準決勝７位＝白石幸大（開２）、400ｍ決勝５位＝
大坪未樹（造３）６位＝伊藤大貴（創成１）、ハーフマラソ
ン決勝６位＝川田裕也（経４）、3000ｍ障害決勝９位＝
盛田和輝（経２）
◯�第51回全日本大学駅伝対校選手権大会・関東学生陸上
競技連盟推薦校選考会（６／23、相模原ギオンスタジ
アム）全日本大学駅伝への出場をかけた「関東地区予選
会」に出場。20校が各８選手の10000ｍ合計タイムで
競い、上位５校が本戦に出場する。農大は総合11位と健
闘したが、本戦出場はかなわなかった。

 陸上競技部女子
◯�第98回関東学生陸上競技対校選手権大会（関東イン
カレ、5／23～）＜1部＞1500ｍ決勝6位＝保坂野恋花
（醸４）、８位＝土田佳奈（健４）、９位＝平賀奏美（経３）。
10000ｍ決勝７位＝高橋ひより（森２）
◯�2019日本学生陸上競技個人選手権大会（6／7～9、
Shonan�BMW�スタジアム平塚）1500m決勝４位＝保
坂野恋花（醸４年）、14位＝土田佳奈（健4）

�

 相撲部
◯�第57回全国選抜大学・実業団対抗相撲和歌山大会（５／
26、県営相撲場）団体3位
◯�第98回東日本学生相撲選手権大会（６／９、両国国技
館）団体Aクラスベスト８
◯�第46回東日本学生相撲個人体重別選手権大会（7／
21、靖国神社）無差別級ベスト８＝日下雄斗（工３）、65
㌔未満級ベスト８＝久保田龍（経1）

 ボクシング部
◯�第72回関東大学ボク
シングリーグ戦（５／
11～７／13、後楽園
ホール）＜1部リーグ＞
東洋大に負けたもの
の日本大等に勝利し４
勝1敗で３位。主将の
韓亮昊（バンタム級、
ビジネス４）が５戦全
勝でチームを牽引、階
級賞を受賞した。松本
圭介（バンタム級、ビジネス２）と宇佐美正パトリック（ウ
エルター級、ビジネス１）も４勝1敗と健闘した。

 ホッケー部男子
◯�2019関東学生ホッケー春季１部リーグ（４／６～５／
25）予選プール3位通過。順位決定予選で東京大と対戦
し1－0で勝ったが、5位決定戦で慶應義塾大と対戦し2
－3で負け6位。

 ホッケー部女子
◯�2019関東学生ホッケー春季１部リーグ（４／６～５／
25）予選プール2位通過。順位決定予選で山梨学院大
と対戦し1－16で負け、3位決定戦で早稲田大と対戦し
1－1、シュートアウト0－2で負けて4位。
◯�第38回全日本大学ホッケー王座決定戦（７／４～７）　
関東第４代表として出場し、１回戦で関西学院大と対戦、
０－３で敗退。

 馬術部
◯�第56回東都学生馬術競技大会（３／22～24、津久井
競技場）新人障害飛越競技5位＝福島ひとみ（食農１）、
団体4位。一般障害飛越競技３位＝深水翔平（創成１）、4
位＝福島ひとみ。新人馬場馬術競技３位＝深水翔平、４位
＝福島ひとみ。複合馬術競技2位＝鵜飼勇希（造３）、学

個人選手権1500ｍ決勝

最終戦（対日本大）で勝利した韓選手㊨
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 自動車部
◯�全関東学生運転競技選手権大会（3月10日、府中運転
免許試験場）男子個人の部／小型貨物の部西５位＝中
込慧太（工４）、女子個人の部／小型乗用の部準優勝＝
林夏生（経４）
◯�全関東学生ジムカーナ選手権大会（5月26日、富士ス
ピードウェイ）女子個人の部４位＝林夏生

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）

令和元年５月場所
（夏場所）

前頭7枚目
10勝5敗

十両5枚目
8勝7敗

７月場所
（名古屋場所）

前頭３枚目
７勝８敗

十両３枚目
９勝６敗

 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

□時栄（宮城県／時津風、冨栄秀喜・平31森）序二段で優勝！
　令和元年５月場所（夏場所）　　序の口15枚目�６勝１敗
　　　　　７月場所（名古屋場所）序二段44枚目�７勝０敗

生賞典馬場馬術競技２位＝鵜飼勇希。団体総合準優勝。
◯�第11回関東学生レースホースカップ馬術大会（4／
13、津久井馬術競技場）第4位＝深水翔平（創成２）
◯�第54回関東学生賞典障害飛越競技大会（6／20・21、
山梨県馬術競技場）5位＝福島ひとみ
◯�第70回関東学生賞典総合馬術競技大会（6／20・21、
山梨県馬術競技場）団体総合準優勝

 レスリング部
◯�平成３１年度ジュニアクイーンズカップ・レスリング選手
権大会（4／2・3、駒沢体育館）女子ジュニア59kg級で
杉山絢海（ビジネス2）が準優勝。
◯�2019年アジア・ジュニア選手権大会（７／９～14、タ
イ）女子59㎏級に杉山絢海が出場。3位入賞し、初の国
際大会出場で銅メダルを手にした。

�◯�2019年東日本学生リーグ戦（5／13～15、駒沢体育
館）男子２部リーグ戦で４勝2敗とし3位。

 サッカー部
◯�東京都大学サッカーリーグ戦　前期リーグ戦1部（10大
学）で2位。

 空手部
◯�第47回関東大学空手道選手権大会（５／５、日本武道
館）西村宇恭（経3）が全日本学生空手道選手権大会（個
人戦）への出場権を獲得。西村選手は４回戦で惜しくも
敗れたが、その後の全日本出場決定戦で勝利し、５年ぶ
りに出場権を獲得した。
◯�第63回全日本学生空手道選手権大会（6／30、姫路市
立中央体育館）
西村宇恭が男子組手に出場、１回戦に勝利したが、２回
戦で惜しくも敗れた。

 弓道部
◯�第49�回全関東学生弓道選手権大会（6／15～16、日
本武道館）女子団体ベスト16（出場校86校）。（写真右上）

アジア・ジュニア大会で準優勝した杉山選手（表彰台右端）

日照不足と低温が続き夏秋農産物に病害の発生や
生育遅れなどの影響が出ていますが、ようやく梅雨が
明け、暑い夏がやってきました。暑中お見舞い申し上
げます。
「oneコイン募金」は２年目。箱根出場への力強い
後押しとなるよう、一層のご協力をお願いいたしま
す。今年の箱根予選会は10月26日（土）、陸上自衛
隊立川駐屯地～国営昭和記念公園（東京都立川市）
で行われます。
　令和元年8月5日

　東京農業大学校友会
　　　副会長（常勤）　　　小�野�甲�二
　　　事務局長　　　　　　安�達�哲�司
　　　主任　　　　　　　　岡�本�素�子
　　　　　　　　　　　　　目���裕美子
　　　　　　　　　　　　　岡�田�政�人


