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男子白緑帯の部

関西学生新人大会
12 月 1 日 ( 日 ) に、尼崎ベイコム総合体育館にて関西新人大会が開催されました。
本大会には監督・コーチの方々をはじめ多くのＯＢＯＧの方々がお越しくださいました。
本大会では日頃の修練の成果を発揮し、組演武では 10 組が入賞、団体演武では 1 位、
3 位入賞をすることが出来ました。女子団体は前回大会からメンバーが８人中４人変更
したにも関わらず変更を感じさせない一体感を見せつけ１位に輝きました。さらに女子団

団体演武の部

体メンバーの半分は１回生であり、１回生女子のこれからの成長に期待が膨らみます。
今回の大会で、満足のいく結果がだせた部員もいれば、悔しい結果に終わった部員も
います。今シーズンは関西総合 8 連覇とともに「出場拳士全員が入賞する」という目標
も掲げておりましたが、あと一歩及びませんでした。この悔しさを忘れずに、総合成績
に驕ることなく来シーズンもさらに修練に励み、次こそは文字通り「全員で」総合優勝
を勝ち取りたいです。今後とも宜しくお願い致します。
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女子の部
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全日本学生大会
11 月４日（日）に日本武道館にて第５２回全日本学生大会
が開催されました。本大会には、監督・コーチの方々に加え、
第 18 代鈴木 OBOG 会会長、第 15 代大橋 OBOG 会理事長、
第 34 代小嶋さん、第 36 代前川さん、第 49 代松浦さん、第
50 代黒栁さんなど多くの OBOG の方々がお越しくださりまし
た。お忙しい中誠にありがとうございました。秋シーズンが始
まった 9 月から、シーズンの中で一番大きな大会である本大会
に向けて各々練習に励んできました。その努力が実を結び、団
体演武、組演武など合わせて 5 部門で入賞を果たすことができ
ました。
しかし、その陰では部内選考に破れ出場出来なかった拳士や
怪我に苦しんだ拳士がいました。小宮 ( 法３) は大会約２週間前
に怪我をしてしまい大会に出れないことを悔しがっていましたが、
｢大会に出場出来ない分、部員のサポートや応援を全力で行う。｣
と言っており実際、観客席を声援を主体となって盛り上げてくれ
ました。このように大会に出場出来なかった者も含めてチーム同
志社で戦うことが出来ました。

関東 OB 会
全日本学生大会前日の 11 月 3 日（土）に関東 OBOG 会が神田

＜関東 OB 会ご出席された OBOG の方々＞
・鈴木会長

・安道監督

・森井コーチ

・宮下コーチ

・第 3 代西村さん

・第 5 代大森さん

・第 7 代西山さん

・第 12 代三島さん

今回も現役部員は 2 回生から参加させていただき、多くの現役部

・第 12 代内田さん

・第 15 代大橋さん

員が OBOG の方々と懇親を深めることができました。大会前日

・第 16 代平松さん

・第 17 代坪井さん

の激励のお言葉も掛けてくださり、大変力になりました。

・第 22 代倉掛さん

・第 24 代大庭さん

関東地区に住まれており、普段

・第 32 代片山さん

・第 32 代瀧本さん

あまり接したことのない OBOG の

・第 33 代薮口さん

・第 33 代吉上さん

・第 34 代小嶋さん

・第 36 代前川さん

・第 36 代河内さん

・第 48 代安田さん

・第 50 代黒柳さん

・第 51 代野田さん

駅のとりいちずにて開催されました。
今回は第 50 代黒栁さんを中心に企画してくださり、例年以上
に現役部員と近い代の OBOG さんが参加してくださいました。

方々の参加もあり、そのような
方々のお話を聞くのはとても新鮮
でした。このように OBOG の方々

・第 52 代東谷さん

・第 52 代上村さん

とたくさんお話しできることを大

・第 52 代田村さん

・第 52 代藤木さん

変嬉しく思います。OBOG の方々

・第 53 代川口さん

・第 53 代山田さん

お招きいただき、また、お忙しい
中、私たちのためにご尽力くださり、ありがとうござい
ました。

OBOG 現役合同練習会

EVE 祭
11 月 26 日 ( 月 )〜28 日 ( 水 ) に同志社 EVE が
開催され、体育会少林寺拳法部として、出店をしま
した。昨年は、全日本学生大会と同志社 EVE の日程
が被ってしまい出店が出来なかった為、毎年出店の
中心となる一二回生が同志社 EVE を体験したこと
がないという状況でした。その為、同志社 EVE を

て OBOG 現役合同練習
10 月 7 日（日）に、京田辺キャンパス真誠館に
開催も危ぶまれる中、懇親
会が開催されました。今年は、台風接近に伴い、
だき、普段の練習では広く
会を含め約 50 名の OBOG の方々にお越しいた
からお越しの方もいらっしゃ
感じる道場も狭く感じられました。中には遠方
過ごせたことを嬉しく思いま
り、多くの OBOG の方々と共に楽しい時間を
す。お忙しい中お越しくださ
りありがとうございました。
練習会では基本練習、全
体技術練習、歴代の練習、
百本突き、拳立てを行いま

経験したことのある三回生が、二回生の企画にアド

した。基本練習や、技術練

バイスを送る形で参加致しました。出店内容はチュ

習では相対での練習が中心
ができました。
で、多くの OBOG の方々と交流を深めること
の主将の方々に主座に立って
また、今年度より新たな試みとしまして、歴代
うな練習の中で大変新鮮で全体
いただく時間を設けました。普段は行わないよ
通して、この部が多くの先輩方
がとても盛り上がりました。練習会・懇親会を
とを改めて強く実感いたしまし
によって創り上げられ、また支えられているこ
忘れず、日々の活動に励みます。
た。今後も OBOG の方々への感謝の気持ちを

ロスと揚げたこ焼でした。関西学生新人大会の直前
で、現役にとってはとても忙しい時期でしたが、同
志社 EVE に出店する中で、良い経験が出来たので
はないかと感じます。
又、多くの OBOG の方々が来てくださり、お心
遣いをくださいました。この場をお借りして御礼申
し上げます。誠にありがとうございました。毎年、
同志社 EVE の売り上げ、OBOG 現役合同練習会の

空調の設置によって、より

そして、今年２月には真誠館に空調が設置されます。
一層、快適な環境で練習することが可能とな

てられます。今年の売り上げは一昨年以上となり、

ります。来年度は空調が設置された新たな少
林寺拳法道場で OBOG の皆様をお待ちして

来年度の新歓の予算に多くを充てることが出来ます。

おります。

チケット売り上げも含め、来年度の新歓の予算に充

OBOG の方々のお
心遣いと現役の頑
張りを来年度に繋
げていけるよう、
気を引き締めて新
歓に向かっていく
所存です。

