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                                                        2011 年 4 月 21 日 

八大学ラグビーOB 会の活動 

 

1989 年に 6 大学（北海道大学、東北大学、小樽商科大学、東京水産大学、九州大学、帯広畜産大学）で発足し、

1999 年に 2 大学（名古屋大学と長崎大学）が加入した。 ラグビー大会を毎年 5 月前後の時期に行ない、1997 年から

は講演会と懇親会を 12 月第一水曜日に主に池袋サンシャイン 60 ビル 57 階にある小樽商科大学緑丘会館で行なって

いる。 

 

１．ラグビー大会の歴史（1989～2011） （敬称略） 

回数 年号 幹事校 会場 会長 実行委員長 協会レフェリー 

1 H1 北海道大学 NTT 千葉 林 喬義 石瀬和正 岡田善嗣 清藤陽一 

2 H2 東北大学 NTT 千葉 門沢達也 富本音丸 冨澤政雄 白井 直 

3 H3 小樽商科大学 NTT 千葉 須永誠一 半田次郎 冨澤政雄  

4 H4 東京水産大学 NTT 千葉 大野利夫 吉永辰雄 阿世賀敏幸 関口昌宏 

5 H5 九州大学 NTT 千葉 守田貞義 丸田堅次 冨澤政雄 関口昌宏 

6 H6 帯広畜産大学 NTT 千葉 岡本哲男 時田茂光 冨澤政雄 坂本宏文 

7 H7 北海道大学 NTT 千葉 中西三郎 仁保正和 冨澤政雄 関口昌宏 

8 H8 東北大学 NTT 千葉 村松俊夫 鈴木賢次郎 桜岡将博 村山信孝 

9 H9 小樽商科大学 NTT 調布 松村孝義 酒井克臣 桜岡将博 渡辺敏行 

10 H10 東京水産大学 NTT 千葉 小山田 昌 吉永辰雄 下井真介 藤 実 

11 H11 九州大学 NTT 千葉 新田武明 松岡 繁 谷口 弘 関口昌宏 

12 H12 帯広畜産大学 NTT 千葉 時田茂光 田中一郎 谷口和人 八角義人 

13 H13 名古屋大学 NTT 千葉 池田兵衛 坂口敏博 谷口 弘 坂本宏文 

14 H14 長崎大学 NTT 千葉 松原広輝 伊藤 正 土屋有司 坂本宏文 

15 H15 北海道大学 NTT 千葉 中村和夫 森 隆茂 渡辺敏行 大野皇人 

16 H16 東北大学 秩父宮 山本 眞 貫井孝治 平林泰三 鈴木正史 

岸川剛之 

17 H17 小樽商科大学 海洋大学 酒井克臣 土橋眞人 谷口 弘 鈴木正史 

18 H18 東京海洋大学 海洋大学 清水宇門 蓮見正樹 鈴木正史 金塚聖一 

19 H19 九州大学 海洋大学 中村恒美 松岡 繁 谷口 弘 加藤 均 

20 H20 帯広畜産大学 秩父宮 長澤秀行 

（現学長）

田中一郎 鈴木正史 河野哲彦 

塩原克幸 

21 H21 名古屋大学 瑞穂 池田兵衛 大幢勝利   

22 H22 長崎大学 海洋大学 足立鉄生 伊藤 正 桜岡将博 谷口 弘 

23 H23 北海道大学 海洋大学 後久建ニ 野村文明   

（名古屋大学、長崎大学は、平成 11 年から参加） 
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２．講演会と講師（1997～2010）      （敬称略） 

回数 年号 演題 講師 所属 

1 H9 31 人目のプレーヤーとして 桜岡将博 日本協会 

2 H10 六大学ラグビーOB 会 10 周年記念講演 

「ラグビーについて」 

宿澤広朗 日本協会 

3 H11 日本ラグビー協会強化推進プロジェクト 砂村光信 日本協会 

4 H12 知的ラグビーのすすめ 勝田 隆 日本協会 

5 H13 文武両道に励んで 守田貞義 九大 OB 

6 H14 ラグビー日本代表の強化について 向井昭吾 日本協会 

7 H15 オリジナルラグビーを目指せ 横井 章 元日本代表 

8 H16 釜石シーウェイブス 地域密着型クラブチーム

の先駆者として 

高橋善幸 釜石シーウェイブス 

9 H17 ワールドカップ招致運動、トップリーグエトセトラ 水谷 眞 日本協会 

10 H18 鼎談 「捨てたもんじゃない！ こんなに面白

い、日本ラグビー！！」  表も裏も知るスポー

ツライターが熱く語る応援メッセージ 

永田洋光 

大友信彦 

四家秀治 

スポーツライター 

スポーツライター 

テレビ東京アナ 

11 H19 対談 『2007 ワールドカップ カーワンＪＡＰＡＮ

斯く戦えり』 

－ 同行取材の朝日新聞 中川記者、スポーツ

ライター永田氏が熱く語る － 

中川文如 

永田洋光 

朝日新聞記者 

スポーツライター 

12 H20 私のラグビー哲学とジャパンの目指すもの ジョン・カー

ワン 

日本代表ヘッドコーチ

13 H21 ワールドカップ、オリンピックに向けた若手

育成 
薫田真広 U-23 日本代表監督 

14 H22 7 人制ラグビー 村田 亙 7 人制日本代表監督

 

 


