
   

2022 年度 神奈川不惑クラブ 総会次第 
日時：2022 年 2 月 20 日（日） 15：00～16:30 

場所：松本ビル・ホール（戸塚区戸塚町 4001）及びリモート 

 

1、 開会及び会長挨拶 

 

  2、総会議事 

    第一号議案 ： 2021 年度事業報告 

① 総務委員会 （1 事業報告・2 活動報告） 

② 競技委員会 ・ 会員獲得委員会（Wild Lilies 戦績報告） 

③ 運営委員会 ・大会準備委員 

    第二号議案 ： 2021 年度会計報告 

              （会計担当の久野氏入院のため、後日報告とします） 

    第三号議案 ： 2022-2023 年度 役員改選及び体制の一部変更 

① 改選期に伴い、会長の選出及び役員運営体制について 

② クラブの NPO 法人化に向けての準備委員会新設 

    第四号議案 ： 2022 年度事業計画について 

① 総務委員会 （1 事業計画・2 活動計画） 

② 競技委員会 ・ 会員獲得委員会 

③ 運営委員会 ・ 大会準備委員会 

    第五号議案 ： 2022 年度 予算案について 

              （会計担当の久野氏入院のため、後日報告とします） 

    

 3、会員の異動について （会員名簿・会員情報を参照下さい） 

      ① 2021 年度物故者 ： No.21 ／堀 譲二氏（70）、 No.85／杉本行廣氏（85）、 

No.383／貫井 亮氏（44）、 No.49.／田原 明氏（81） 

      ② その他異動について 

 

4、パンツ贈呈式（赤パン以上） 

     ゴールド： 1 名、 紫パン： 0 名、 黄パン： 3 名、 赤パン： 6 名 

     ＊パンツの贈呈は、3 月 20 日（保土ヶ谷）を予定 

 

5、報告連絡事項 

    ① トンガ王国への義援金拠出について 

 

6、閉会挨拶 （副会長） 



第一号議案①-1 

 

総務委員会 2021 年度事業報告 

総務委員長 貝沼 聡 

 

《全体》 

 練習・試合等クラブ活動回数 ４８回（試合数３４ゲーム 遠征５回） 

 参加者数２，７４８人・平均５７．２人（別紙 活動資料参照） 

神奈川県協会主催クラブ選手権 『ワイルドリリーズ』活動 

       ・春季リーグ参加  試合数４ゲーム 

       ・秋季リーグ参加  試合数５ゲーム 

                 決勝戦１ゲーム 

 

主務：定期戦・交流戦・各種大会等クラブ活動の連絡調整・参加者把握 

   会員の入会・退会・休会等動向管理・会員名簿管理 

   H.P.からの入会希望者対応・入会案内 

   役員会・ファンクションの会場手配・司会進行 

   ネクタイ・エンブレム・ポロシャツ・バック等の発注・販売・在庫管理 

 

会計：年会費口座振替・振込管理、クラブ預金管理 

   県協会チーム登録・個人登録、登録料支払 

   スポーツ安全保険加入手続き、保険料支払 

   クラブ運営経費（グランド使用料・大会参加費等）支払 

   ファンクション参加費の集金 

   新入会員への入会金・年会費徴収・口座振替手配・スポーツ安全保険 

加入手続 

 

 広報：試合・練習の写真撮影 

    Facebook への活動レポート・写真アルバム掲載「投稿数 3,768 枚」 

    Match Video 撮影・編集、YouTube への掲載「撮影投稿数７７本」 

    ウェブサイト、ＢＢＳ・スケジュール管理 

    ◇2021 年 Facebook「いいね」等アクション獲得数ベスト５ 

    １位：１７７「ラグビークラブ会員募集」(7/10 付) 

    ２位：１４５「謹賀新年 令和三年元旦」(1/1 付) 

    ３位：１３５「練習ﾚﾎﾟｰﾄ 今年初始動」（3/21 付） 

    ３位：１３５「全体集合日 紫パンツ揃い踏み」（6/7 付） 

    ５位：１３１「練習ﾚﾎﾟｰﾄ 10～80 歳代まで 95 名参加」(5/10 付) 

    ５位：１３１「練習ﾚﾎﾟｰﾄ 試合解禁に備え色別 A/D」(5/29 付) 

    ワイルドリリーズ Twitter 投稿 YouTube への掲載「撮影５試合」 



回数 月 日 曜日 備　考 参加数 試合数
ｸﾗﾌﾞ選手
権試合数

11 祝・月 練習 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場
秋季クラブ選手権/凱旋クラブ戦 【延期・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場

練習 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 YC&AC club
24 日 フィーバーズ戦 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 YC&AC club
31 日 エリスクラブ戦 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 辰巳の森海浜公園ラグビー練習場
7 日 練習 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場
14 日 東惑戦遠征 【延期・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 パロマ瑞穂ラグビー場
20 土 練習 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場
28 日 練習 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 YC&AC club
7 日 練習 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場
13 土 練習 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場

Over35 1day Tournament/白 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 YC&AC club
ゴールドラガー大会/紺 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 未定

相模原セブンス 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 相模原ギオンスタジアム
1 練習 13:50～15:50 YC&AC club 15
2 27 土 練習 15:00～17:00 保土ヶ谷ラグビー場 80

28 日 熊惑戦遠征 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 深谷櫛挽ヶ原ラグビー場
3 4 日 栃惑戦　遠征 12:00～15:00 森山花水木公園グランド 35 3

10 土 OVer80東西対抗/紫 【延期・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 福岡　宗像グローバルアリーナ
OVer80東西対抗/紫 【延期・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 福岡　宗像グローバルアリーナ

4 川越ファイターズ戦 13:00～17:00 保土ヶ谷ラグビー場 90 4
5 練習 15:00～17:00 保土ヶ谷ラグビー場 65
6 春季クラブ選手権/小田原クラブ戦 相模原横山公園グランド 32 1

房惑クラブ戦 【中止・房惑クラブ側練習不足】 未定
7 練習 13:00～15:00 海老名中野多目的広場ラグビー場 30
8 29 日 練習 15:00～17:00 保土ヶ谷ラグビー場 45

エリスクラブ戦 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場
首都圏赤パン大会 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 熊谷ラグビー場

9 練習 15:00～18:00 保土ヶ谷ラグビー場 70
5 祝・水 ラグビーフェスティバル 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場

武惑戦（ねんりんピック横浜市ｾﾚｸｼｮﾝ） 【延期・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場
10 練習 15:00～18:00 保土ヶ谷ラグビー場 95

16 日 東惑戦　遠征 【延期・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 パロマ瑞穂ラグビー場
11 22 土 練習 9:00～11:00 保土ヶ谷ラグビー場 60
12 29 土 練習 13:00～15:00 保土ヶ谷ラグビー場 80
13 全体集合日/練習 11:00～13:00 保土ヶ谷ラグビー場 130
14 春季クラブ選手権/オールバッカス戦 保土ヶ谷ラグビー場 40 1

東日本不惑大会① 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 未定
15 練習 11:00～13:00 保土ヶ谷ラグビー場 60

東日本不惑大会② 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 栃木県総合運動公園ﾗｸﾞﾋﾞｰ競技場
16 春季クラブ選手権/ユーグリ戦 保土ヶ谷ラグビー場 30 1
17 練習 13:00～15:00 保土ヶ谷ラグビー場 80
18 春季クラブ選手権/凱旋クラブ戦 秋葉台公園球技場 30 1

26 土 不惑戦　遠征 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 舎人公園陸上競技場グランド
3 土 菅平不惑大会① 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 サニアパーク

菅平不惑大会② 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 サニアパーク
練習 【雨天中止】 海老名中野多目的広場ラグビー場

19 11 日 練習 11:00～13:00 保土ヶ谷ラグビー場 50
20 18 日 練習 13:00～15:00 保土ヶ谷ラグビー場 50
21 23 祝・金 練習 9:00～11:00 保土ヶ谷ラグビー場 70

25 日 安全・ルール講習会 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 かながわ労働プラザ
22 1 日 サマーキャンプ① 15:00～18:00 保土ヶ谷ラグビー場 110
23 7 土 サマーキャンプ② 9:00～11:00 保土ヶ谷ラグビー場 70

15 日 サマーキャンプ③ 【雨天中止】 保土ヶ谷ラグビー場
24 21 土 サマーキャンプ④ 9:00～11:00 保土ヶ谷ラグビー場 60

29 日 サマーキャンプ⑤ 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 保土ヶ谷ラグビー場
25 5 日 練習 9:00～11:00 保土ヶ谷ラグビー場 90
26 12 日 練習 9:00～11:00 保土ヶ谷ラグビー場 70

18 土 練習 【雨天中止】 保土ヶ谷ラグビー場
20 祝・月 東惑戦　遠征 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 パロマ瑞穂ラグビー場
26 日 楽惑戦　遠征 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 静岡市西ヶ谷総合運動公園
2 土 関東甲信越大会不惑大会① 【延期・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 横浜ベイホテル東急

関東甲信越大会不惑大会② 【延期・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 県立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ球技場/保土ヶ谷ﾗｸﾞﾋﾞｰ場

27 秋季シニア交流戦(エリス・八王子不惑） 12:00～16:00 県立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ球技場 110 4
28 秋季クラブ選手権/川崎キッズ 県立ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ球技場 60 1

北海道不惑親善試合 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 旭川市
29 川越ファイターズ戦 12:00～15:00 川越運動公園陸上競技場 60 4
30 練習 13:30～16:00 YC&AC club 30
31 秋季クラブ選手権/ゼロクラブ 保土ヶ谷ラグビー場 30 1

新潟ﾊｰﾌﾌﾞﾗｯｸ戦遠征 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 新潟市
32 練習 14:20～16:20 YC&AC club 45
33 秋季クラブ選手権/凱旋クラブ 秋葉台公園球技場 30 1

30 土 ねんりんピック岐阜2021① 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 郡上市
31 日 ねんりんピック岐阜2021② 【中止・新型ｳｨﾙｽ感染防止】 郡上市

34 3 祝・水 房惑戦 13:00～16:00 保土ヶ谷ラグビー場 80 4
35 東惑戦 13:00～16:00 保土ヶ谷ラグビー場 90 4
36 秋季クラブ選手権/J.S.K.S.クラブ 保土ヶ谷ラグビー場 50 1
37 14 日 武惑戦　遠征 11:00～14:30 熊谷荒川緑地グランド 60 3
38 20 土 海老名マスターズ 12:00～15:00 海老名市運動公園 6 1
39 21 日 練習 14:00～16:00 海老名中野多目的広場ラグビー場 30
40 23 水・祝 タママスターズ交流戦（赤ﾊﾟﾝ） 11:00～13:30 稲城市陸上競技場 20 1
41 27 土 練習 13:00～16:30 相模原ギオンフィールド(人工芝） 40
42 28 日 楽惑戦　遠征（赤パン） 11:30～14:30 静岡・エコパスタジアム 40 2
43 練習 13:00～15:00 辻堂海浜公園多目的グランド 50
44 秋季クラブ選手権/グリーンクラブ 秋葉台公園球技場 30 1
45 練習 11:00～13:00 東俣野中央公園 30
46 秋季クラブ選手権決勝戦/三善クラブ 秋葉台公園球技場 30 1
47 19 日 練習 11:00～13:00 保土ヶ谷ラグビー場 80
48 25 土 不惑戦 12:00～16:00 保土ヶ谷ラグビー場 110 4

平均参加人数　５７．２人/回 合計 2,748 34 10

中　止

内　容

第一号議案①ー2

2021年神奈川不惑クラブ活動実績

17 日

20 土

21 日

11 日

18 日

25 日

3 祝・月

9 日

6 日

12 土

13 日

20 日

4 日

7 日

5 日

3 日

10 日

17 日

12 日

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

24 日



第一号議案②⁻1 

 

競技委員会 2021 年度事業報告 

競技委員⻑  和気正太 

 

山田主将体制 2 年目の 2021 年は、コロナ禍で思う様な活動が出来ませんでしたが、緊急事態宣言

の解消時は感染対策を実施しながら会員各位の協⼒のおかげで様々な定期戦や中身の濃い練習を

⾏うことが出来ました。 

ご対応いただいた競技委員をはじめ、他の委員会の皆様方のご支援ありがとうございました。 

神惑が掲げる、怪我の未然防止も重要目標の一つでありますが、重症事故の発生もありませんでした。 

引き続き、安全に対する会員意識の向上とその実践に向けて取り組んでいきましょう。 

 

一方で、神惑のターゲットゲームである不惑倶楽部戦は Over75 戦を除いては、⻩パン・赤パン・紺パ

ン・白パンと 4 色全敗と厳しい結果でした。 

不惑倶楽部は個人個人がうまい・速い・強い・良く走る・反則少ない・フォロー多い等々と上手です。 

大郷コーチや山田主将が考えてくれている練習メニューや戦術の意図を各自が理解して練習に臨み試

合で実践することと、普段の各自のトレーニングの積み重ねがなければ勝利の美酒は味わえません。 

 

活動内容︓通常練習除く 
・栃惑プレジデンツ戦 

・熊⾕不惑戦（Over60） 

・クラブ選手権大会 

・サマーキャンプ 

・エリス戦（Over60） 

・川越ファイターズ戦 

・房惑戦 

・武惑戦 

・海⽼名市マスターズ 

・タマスターズ戦（Over60） 

・楽惑クラブ戦（Over60） 

・秋季クラブ大会 

・不惑倶楽部戦 等 



第一号議案②-2 

会員獲得委員会 2021 年度事業報告 
会員獲得委員会 遠藤 直樹 

2021 年の活動総括 

新入会員獲得数：37 名(正会員 10 名、未惑会員 27 名) 
未惑会員大幅増加、「シニアクラブチームから総合クラブチーム」のヘ発展 
 

(1).2020 年に引き続き、2021 年も新型コロナ禍による緊急事態宣言の発令等による活動
休止、各種定期戦や不惑大会の中止等もあり、満足な活動が出来なかった 1 年でした
が、広報委員による活動内容の Facebook への投稿や各会員の勧誘努力により、37 名
の新入会員を獲得できました。特に未惑会員が 27 名と非常に多く獲得できたことに
より、所属会員数は 300 人超（内女性会員 2 名）、会員の年齢層は 18 歳から 90 歳と
なり、昨年の活動方針として掲げた「シニアクラブチームから総合クラブチームへ」
の発展を名実ともに成し遂げられたと思います。これからも更に会員数を拡大し、地
域に根ざした、性別を問わず、どの年代でも生涯ラグビーを楽しめるクラブへの発展
に寄与していきたいと思います。 

 
(2).未惑会員を中心としたチーム「神奈川ワイルドリリーズ」（大会参加名は神奈川不惑 
  クラブ）は、神奈川県クラブ選手権大会（春季 4 部ブロック）と神奈川県秋季クラブ 

大会（ChallengeⅡリーグ）の 2 大会に参加。計 10 試合を戦い、2 大会とも全勝優勝 
と素晴らしい戦績を残しました。またラグビーマガジン誌への記事掲載（2021 年 9 月 
号「発想転換：神奈川ワイルドリリーズ始動」もあり、その知名度や存在感も増して 
おります。 

 
＊参考：2021 年度第 63 回神奈川県クラブ選手権大会 （春季 4 部ブロック）戦績 
① 2021/04/18 相模原横山公園 

神奈川不惑クラブ ７１−１４ 小田原クラブ 
② 2021/06/06 保土ヶ谷ラグビー場 

神奈川不惑クラブ １０３−7 オールバルバッカス 
③ 2021/06/13 保土ヶ谷ラグビー場 

神奈川不惑クラブ １１６−０ ユーグリ 
④ 2021/06/20 秋葉台公園 

神奈川不惑クラブ ４５−０ 凱旋クラブ 
※ 4 部ブロック全勝優勝 
 



第一号議案②-2 

＊参考：2021 年度神奈川県秋季クラブ大会（ChallengeⅡリーグ）戦績 
① 2021/10/03 神奈川県立体育センター球技場 

神奈川不惑クラブ ７２−０ 川崎キッズヒーローズ（3 部） 
② 2021/10/17 保土ヶ谷ラグビー場 

神奈川不惑クラブ １０６−０ ゼロクラブ（3 部） 
③ 2021/10/24 秋葉台公園(球技場) 

神奈川不惑クラブ ７５―０ 凱旋クラブ 
④ 2021/11/07 保土ヶ谷ラグビー場 

神奈川不惑クラブ ５５―７ J.S.K.S 
⑤ 2021/12/05 秋葉台公園 

神奈川不惑クラブ ６７―７ グリーンクラブ（3 部） 
⑥ 2021/12/12 秋葉台公園 

決勝 神奈川不惑（B ブロック 1 位) ５７−７ 三善クラブ（A ブロック 1 位) 
※ ChallengeⅡリーグ全勝優勝 
 

＊未惑チーム名 「神奈川ワイルドリリーズ」の由来は神奈川不惑クラブのエンブレム 
「ヤマユリ」 (神奈川県の花)を意味しています。 

 
(3).2021 年における白パン世代の新入会員は 2 名のみと、課題であった白パン世代の 

メンバー拡充は残念ながら図れませんでした。白パンメンバーは既に 40 歳代後半が 
中心となっており、特に 30 歳代後半から 40 歳代前半の会員確保が急務で、ここ数年 
来の課題となっています。神奈川不惑クラブ全会員の皆様の人脈等を駆使して頂き、 
積極的な勧誘活動をお願いしたいと思います。 

 
以 上 
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運営委員会 2021 年度事業報告 
運営委員長 巴 久之 

【運営】 
 １．グランド確保状況（2021 年 1 月～12 月） 
  1) 保土ヶ谷ラグビー場（グランド調整会議 前期分：2021/1/16、後期分：2021/6/25） 

・練習 27 回 （内 6 回新型コロナウイルス感染拡大により中止、内 2 回荒天により中止） 
   ・来征  6 回 （川越、エリス／中止、武惑／中止、房惑、東惑、不惑） 
  2) その他のグランド確保 
   ・東俣野中央公園運動広場 1 回 12/12 
   ・辻堂海浜公園多目的 G  1 回 12/05 
   ・県スポーツセンター   1 回 10/03（シニアスポーツフェスタ） 
   ・YCAC          6 回 01/17・24（中止）、02/28（中止）、03/21、10/29 
   ・海老名市中野公園    4 回 04/25（中止）、06/27（中止）、07/04（中止）、11/21 
 
 ２．県協会有料試合への参加協力状況          ＊ご協力有難う御座いました。 
  1)トップリーグ運営サポート参加者 合計４名（敬称略） 
   ・03/14 ギオン 三菱相模原 vs NTT（１名）：貝沼 
   ・12/18 ギオン キャノン vs 三菱相模原（３名）：川崎、坂部、市橋  
 
 ３．来征試合へのレフリー手配状況 
  1) 県協会レフリーの手配：派遣レフリー 合計５回派遣：総勢 １６名（敬称略） 
    ・04/11 川越戦  李スンイル／熊野五輪紀／東 克己（３名） 
    ・10/03 エリス戦 梶原和明／湯川清市／渡邉勝利（３名） 
    ・11/03 房惑戦  高井弘幸／北島 裕／稲垣幸雄（３名） 
    ・11/07 東惑戦  半澤滝大／山口隆宏／湯川清市（３名） 
    ・12/25 不惑戦  半澤滝大／藤間良樹／河野海輝／東 克己（４名） 
     ＊レフリーの方々には、今年も大変お世話になりました。 
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【安全】 
 １．神惑「安全・ルール伝達講習会」 

  1) 神惑恒例の「安全・ルール伝達講習会」を下記日程で開催を予定しておりましたが、 

   新型コロナ感染防止のため、開催を中止した。 

    ７月２５日（日） ０９時～１３時 

    場所：かながわ労働プラザ 

 

 ２．新型コロナウイルス感染防止対応  

  1) 前年から引き続き活動期間においては、グランド利用前の検温、ヘルスチェックを実施 

    ・各施設の感染防止ガイドラインに沿って、安全委員主体で対応 

    ・ヘルスチェック用の非接触検温計を新たに２台購入（12 月） 

 

【用具】 

 １．2021 年の用具管理状況について 

  1) 神惑の用具管理状況を随時確認している。 
   ・保管場所：保土ヶ谷ラグビー場倉庫及び DAIKEN にて保管としている。 
  2) ボール新球を 25 個 2020 年 12 月 1 日に発注（シンコースポーツ）した。 

3/23、DAIKEN にて受領し保管管理している 
 

以上、 



                                     第一号議案③-2 

 

大会準備委員会 2021 年度事業報告 
大会準備委員⻑ 巴 久之 

 
① 第 35 回関東甲信越ラグビーフットボール不惑大会について 

   （本戦）日時 2021 年 10 月 3 日（日） 午前 9 時〜午後 5 時 
      場所 第一会場 神奈川県立スポーツセンター（善行）天然芝球技場 
         第二会場 保土ヶ谷公園ラグビー場（人工芝） 
   （代表者会議、懇親会）日時 2021 年 10 月 2 日（土） 場所：横浜ベイホテル東急 
         代表者会議：午後 4 時〜5 時  懇親会：午後６時〜８時 
    以上を各参加チームに第１報発信、クラブ内において運営体制（案）を決定した

が、コロナ禍にあって 2021 年８月以降に懇親会をキャンセルした場合、キャンセル
料が発生する等総合的に判断し、７月時点で役員に大会の可否につてのアンケートを
とり、結果８月１日緊急三役会議を行い中止を決定した。 

 
② ねんりんピック参加について 

＊2021 年岐阜大会について 
   （横浜市チーム）コロナ禍、選考会が中止となり横浜市ラグビーフットボール協会内

にて書類選考（推薦）20 名を選出した。（横浜市へ名簿提出） 
   （神奈川県チーム）参加表明選手が 15 名に満たないため、選手団派遣を取りやめ

た。 
   ＊2021 年 9 月 2 日、厚生労働省他より「新型コロナウイルス感染症に伴う第 33 回全

国健康福祉祭ぎふ大会（ねんりんピック岐阜 2021）の開催中止について」が発表
となった。（岐阜大会は中止となり、2022 年は神奈川大会となった） 

   ＊神奈川県チームは 11 月 7 日 保土ヶ谷公園ラグビー場にてかながわシニアスポー
ツフェスタとして、神奈川大会の選考会を開催。 

 
③ 東日本不惑ラグビーフットボール交流大会について 

2021 年第 49 回大会 栃木（宇都宮）は開催中止 
2021 年 12 月時点での予定では、2022 年宮城（石巻）、2023 年⻘森、2024 年神奈川
となる予定（但し、途中栃木が見込まれる可能性もあり） 



第3号議案①

会　　　長 資格登録

名誉顧問　市川　繁（紫） 伊藤　喜明（黄） 市橋　健次（赤） 　ドクター   ：田島　誠也

小椋　光敏（黄） 渡邊　伸一（黄） 　メディカル  ：河原　健一

　ｽﾀｰﾄｺｰﾁ：高橋　忠志

副会長 　A級ｺｰﾁ  ：大郷　祐司 1

貝沼　聡 神田　宗豪 巴　久之　（赤）
和気　正太（紺）

運営役員会 久野　峰生（紺）

総務委員会 競技委員会 運営委員会

委員長　：久野　峰生 委員長　：和気　正太 委員長　：　巴　久之
副委員長：塩島　信敬 副委員長：油井　広勝 副委員長：高橋　忠志

副委員長：遠藤　直樹
副委員長：大郷　祐司

主　　務 広　　報 会　　計 競　　技 運　　営 用　　具 安　　全
正：塩島　信敬（紺） 正：池田　卓史（赤） 正：久野　峰生（紺） ｸﾗﾌﾞ主将：山田　晋司 正：高橋　忠志（赤） 正：古屋　秀雄（紺） 正：河原　健一（赤）
副：村瀬　廣恭（赤） 副：野中 　哲   （赤） 副：道浦　嘉克（紺） 紺ﾊﾟﾝ主将：遠藤　直樹   副：有賀  貴浩（紺）　 副：永田　 智　（紺） 副：鳥谷部　克己（赤）

赤ﾊﾟﾝ主将：落合　啓二
委　　　　員 委　　　　員 委　　　　員 黄ﾊﾟﾝ主将：竹川　正夫 委　　　　員 委　　　　員 委　　　　員

大久保　博一（黄） 不破　信行（赤） 杉柳　昌幸（白） 河部　康彦（紺） 中崎　 健　（紺） 坂倉　充　（紺）
久野　一郎　（紺）   佐藤   賢治（紺）　  椿　俊之　（紺） 植松　 勉　（赤） 平手　健一（紺）
高宮　雄一　（紺） 岡田　年生（紺） 廣重　真哉（白） 吉田　洋　（白）

田村　光孝（紺）
釘宮　昌宏（紺）

＊木下氏転勤の為不可 岡留　義朗（紺） 白パン競技委員 紺パン競技委員 赤パン競技委員 黄パン競技委員
石井　 豊　（赤） 副主将：熊谷　太助 副主将：加納　琢也 副主将：山本　浩暢 副主将：福嶋　寛

塩島　信敬（紺）　（兼） FWL　：　齋藤　良弘 副主将：大郷　祐司（兼） 副主将：藤田　圭祐 副主将：浅岡　栄
FWL　：　櫻井　崇将 FWL　：　神田　宗豪 副主将：伊藤　雅章
BKL　：　中山　　大 FWL　：　加藤　純司

会　　　長 BKL　：　山中　　徹 BKL　：　山手　友士
BKL　：　椿　俊之　（兼）

会員獲得委員会 法人化準備委員会 大会準備委員会 ワイルドリリーズ 神奈川県ラグビー協会 横浜市ラグビー協会
委員長：遠藤　直樹 委員長：貝沼　聡 委員長：巴　久之 GM：遠藤　直樹 ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ委員会ｸﾞﾙｰﾌﾟ 理事　鈴木　寿久

副委員長： 副委員長： 副委員長： HC：大郷　祐司
サポートメンバー委員会 委員　　巴　　久之

委員長　康乗　克之 委員　飯島　昌市
委　　　　員 委　　　　員 委　　　　員 主　務　：塩島　信敬

山田　晋司（白） 　　　高橋　忠志（赤） 主　将　：遠藤　隼太
　　　山本　大　（白） 総会で委員会設立が 　　　和田　久生（赤） 副主将 ：竹井　大地 委　　　員
       櫻井　崇将(白) 承認された後に人選予定 　　　飯島　昌市（紺） 高橋　忠志
       齋藤　良弘(白) 　　　山本 浩暢（赤） 石井　　豊

　　　河部　泰彦（紺） 河部　泰彦
　　　大井　秀雄（紺） 塩島　信敬

　顧問：和気　正太（紺） 　顧問：渡邊　伸一（黄） 　　　河原　健一（赤）

会　計　監　査

顧　　　　　　問

2022-23年度　神奈川不惑クラブ運営体制 （案）



第四号議案①1 

 
 

総務委員会２０２2 年度事業計画 

総務委員長 久野 峰生 

《主務》クラブ窓口業務全般 

 ・会員の入会・退会・休会管理及び会員名簿管理 

 ・総会・役員会・ファンクションの会場手配・進行 

 ・ネクタイ・エンブレム等の販売・発注・在庫管理 

 ・遠征時交通手段の手配・確認 

《広報》クラブ内外への広報 

 ・クラブホームページや Facebook・YouTube の運営・管理 

 ・試合や練習の案内連絡（HP 掲載・はがきの送付等） 

 ・試合の映像・写真の撮影ならびに掲載。 

 ・協会会報誌・マスコミ対応 

《会計》クラブ運営管理業務 

 ・県協会登録やスポーツ安全保険加入手続き 

 ・会員年会費ならびに新入会員入会金の徴収 口座振替移行手続き 

 ・来年度の関東甲信越大会に向けた特別徴収代金管理 

 ・クラブの NPO 法人化に向けた資金管理ならびに準備対応 

 ・年度予算計画と決算報告 
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総務委員会 2022 年度活動計画 

総務委員長 久野 峰生 

 

【主な試合（遠征、来征、大会）、事業の予定】 

 １月１０日  初蹴り（保土ケ谷ラグビー場） 

１月１６日  八王子不惑戦《赤パン・ねんりんピック横浜市選手選抜戦》 

（保土ヶ谷ラグビー場） 

２月２０日  総会 

２月２３日  Over３５トーナメント戦（YC＆AC） 

3 月 ６日  熊惑倶楽部遠征《赤 UP》（熊谷荒川緑地グランド） 

３月 ６日  ゴールドラガー大会《紺白》（保土ヶ谷ラグビー場） 

３月１７日  首都圏黄パン大会《黄 UP》（熊谷荒川緑地グランド） 

４月 ３日  栃惑プレジデンツ遠征（花水木グランド） 

４月 ９日  Over８０東西対抗戦《金紫》（宗像グローバルアリーナ） 

４月１０日  川越ファイターズ来征（保土ケ谷ラグビー場） 

５月 １日  全体集合日/エリスクラブ来征（保土ヶ谷ラグビー場） 

５月 ３日  首都圏赤パン大会《赤パン》（熊谷ラグビー場） 

５月 ８日  房惑クラブ遠征（市原スポレクパークＣグランド） 

５月１５日  武惑クラブ来征（保土ヶ谷ラグビー場） 

５月２９日  楽惑クラブ来征（保土ヶ谷ラグビー場） 

６月１８日～１９日 東日本不惑大会（宮城県・セイホクパーク石巻） 

６月２６日  不惑倶楽部戦《シニアスポーツフェスタ》 

（善行・神奈川県立スポーツセンター球技場１） 

 ７月２～３日 菅平高原不惑大会（菅平サニアパーク） 

 ７月２４日  安全ルール伝達講習会（かながわ労働プラザ） 

 ８月７日～９月４日  サマーキャンプ（保土ヶ谷ラグビー場） 

 ９月１０日～１１日 関東甲信越不惑大会（長野県菅平高原） 

 ９月１７日  江戸川ナイター（江戸川陸上競技場） 

１０月 ９日  新潟ハーフブラック来征（保土ヶ谷ラグビー場） 

１０月 ９日  北海道不惑大会（グランド未定） 

１０月２０日  首都圏黄パン大会《黄ＵＰ》（グランド未定） 

１０月３０日  熊惑クラブ遠征《赤ＵＰ》（深谷櫛引グランド） 

１１月 ３日  房惑クラブ来征伐（保土ヶ谷ラグビー場） 

１１月１２～１５日 ねんりんピックかながわ２０２２ 

１１月２０日  武惑クラブ遠征（キズーチラグビー場） 

12 月１１日  川越ファイターズ遠征（川越運動公園） 

12 月 2５日  不惑倶楽部来征（保土ヶ谷ラグビー場） 
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2022 年度競技委員会事業計画 
競技委員⻑ 和気 正太 

 

意思を持ってプレーする︕ 
have to (しなければならないこと)と want to (したいこと)の理解と実践 

 

＋1 プラスワン 
私⽣活もラグビーも、もうひと頑張り︕もう⼀歩前へのプラスワン。 

少しづつでもプラスを積み重ねていく。  

 

１． 活動方針 

①神惑に携わった方々が幸せと思えるようにしよう 

 ・選手同士が尊敬、尊重しあえる環境でありたい 

②ゴールをイメージしてプレーしよう 

・アタックはトライ     

・ディフェンスはターンオーバーもしくは相手のミス   

 ⼀回のフェイズで出来ればいいが、難しいのでフェイズを重ねる 

 その先にゴールがある事をイメージしよう 

③個々の役割を明確にする（大郷コーチの練習メニューの意味や戦略の理解） 

・ポジション毎に最低限必要不可⽋な役割と動きを理解する 

・セットプレーから組織的なアタックとディフェンスを構築する 

・個々の役割を明確化し、誰が試合に出ても戦⼒が変わらないチーム作りを目指す 

・ポッド︓３人（4 人）がそれぞれ何をすべきなのか 

・ディフェンス（1,2,T,T）︓どこに⽴つ、⽴った後に何をするか  

④継続事項 

・練習開始 10 分前グラウンド外で事前連絡開始（グランド利⽤時間の有効活⽤）  

・新会員勧誘強化（会員獲得委員会との連携）     

  →神奈川県クラブ大会への参加（ワイルドリリーズ）   

  →他クラブとの合同練習等を積極的に実施して、特に 40 歳代前半の新会員を獲得する 

・重症事故を発⽣させない為の目配りと気配りをメンバーに浸透させる 

・メンバー個人が基礎体⼒・持久⼒とラグビースキル（安全スキル）向上を追求する 



第四号議案②-1 

 

2．怪我をしない、怪我をさせないための対応 

神惑は「⽣涯ラグビー」と「安全ラグビー」を使命として、他チームとも連携しラグビー初⼼者や⼥性会員が安⼼し

て練習や試合に参加できるチーム作りを推進しています。 

しかしながら、ボールの争奪とプレーの継続が求められるコンタクトスポーツであることから、骨折・脱臼・擦過傷など

の怪我や脳震盪・脳挫傷・頸椎損傷などの重大事故にもなりかねないリスクを持ち合わせています。 

会員の⼀人⼀人がそのことを認識した上で、怪我をしないさせないプレーを⽇頃から⼼掛けることが重要と考えま

す。 

 

① 基礎体⼒ならびにラグビースキルの向上 

１週間に１度の限られた時間での全体練習では、個別の体⼒向上には限界がある。 

“ラグビーは格闘技であり大小の怪我を負う可能性があるスポーツである” 事を前提に、ストレッチ・ランニング・筋

トレは怪我の未然防止のためにも各自が取組むメニューであることを周知し、初⼼者などには練習参加時に個別

サポートを実施する。 

 

② コンタクトプレー時の対応 

・コロナ禍で練習が十分に出来ていない状況もあるが、全体としてタックルやコンテストする位置が高いことが多く、

体をコントロールできていない⾶込みタックルも散⾒される。タックルされた際にも上手く受け⾝を取れていない場

面もあり、重症事故に繋がりかねない危険性を秘めている。 

・タックルの際の倒し方・倒れ方をしっかりとマスターする（例︓逆ヘッドしない、頭を下げない、シュラッグする、バイン

ドをしっかりとする、タックラーは相手にきちんと入れるタイミングで足を踏み込み肩をあてる、倒れる際にはあごを

引き、ボディコントロールをする等） 

・密集の場面においては頭部に関わる怪我も多い。モールやラックでは前を⾒て頭を下げないなど基本的なプレー

を、ハンドダミー等活⽤し反復練習する。 

・スクラム等セットプレーも含め、頸部にかかる負担は大きい。相手選手の強さの違いがある場合を含め無理をしな

い。 

・神惑メンバーは特に接点での倒れ込みによるオーバーザトップの反則が多い。倒れ込むことによる予期せぬ怪我を

自⾝が負ったり、自⾝の倒れ込みがきっかけとなり、味方プレーヤーや相手プレーヤーに怪我を負わせる可能性

もあるので極⼒自⽴した（⽴った姿勢での）プレーを⼼がける。 

・密集ではいち早く Roll away を⼼がけて、敵チームの攻撃の妨げにならないことはもちろん、密集での予期せぬ

事故から⾝を守る。 

 

③ ルール再認識 

・定期的に改正されるルールをしっかりと認識した上でプレーを⾏う。特にブレークダウン周りのルールは危険防止の

ための改正が多い。タックラーのリリース・撤退やスイーププレーの危険防止など練習時より確認をしておく。 
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④ 選手間同士のコミュニケーション 

・惑ラグビーはいつも同じメンバーで試合に臨むことは少ないこともあり、試合時には味方選手の信頼関係が重要。

どんなプレーをするかを理解しボールをつなぐとともに、互いの声掛けやコールで集中⼒を高めることで怪我防止にな

る。 

・また、キックオフ前にレフェリーからの注意説明とともに、両チームの試合前のブリーフィング実施を極⼒実施し、両

チーム顔合わせを⾏うことで、試合中でもコミュニケーションがとりやすくなる。 

 

◎まとめ 
選手が自分の⾝体を常⽇頃から鍛え、疲労やその時々の体調など現状の状態を把握し、周りはその選手を

大切にし、個人を尊重し、それでも危険なことはルールを作り、守るということができれば、怪我を 100％防ぐ

ことは難しいですが、怪我のリスクを減らすことができると思います。 

怪我をしないさせないためには、 

『自分が無理しない』 

『余計なことをしない』 

『確実にプレーする』ことです。 
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3．新入会員への対応（特に未経験者） 
入会してくれた会員が末⻑くラグビーを続けてくれる、ラグビーを好きになってくれるために会員全員でサポートしましょう 

 

入会時 

・ラグビーに必要な運動能⼒を理解してもらう 

・入会申込書と併せて同意書を提出してもらう 

・ヒアリングシートをもとに個人の状況を把握する 

  

入会後 

①基本的なラグビースキルや基礎体⼒を⾝につける為の支援 

・ラグビーは格闘技であり大小怪我を負う可能性があるスポーツである事を前提に怪我の未然防止の為のスキル養成を練習

参加時に個別サポートにて実施する 

・ラグビールールの理解と遵守の支援を⾏う（安全推進講習会、ルール講習会等） 

 

②練習や試合に参加する場合の約束事 

・初⼼者と認識させる為にビブス等を着⽤する（相手チームと事前に協議する） 

・プロテクター（ショルダーパッド、マウスピース、ヘッドガード等）の装着 

・初⼼者へのタックルはホールドのみとし激しいコンタクトはしない 

 

③全体練習以外の個別の練習会を推進する 

・水曜⽇練習（紫黃赤パンメンバー等で実施中） 

・９の会や大井塾 等 

 

④初⼼者では無いが練習や基本スキルや基礎体⼒が不足している会員への対応 

・普段あまり練習に参加せず試合のみ参加するメンバーの試合参加時間を制限する 

   ＊危険と判断した際は（競技委員の判断による）試合への参加を禁止する 
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年会員獲得委員会 2022 年度事業計画 
会員獲得委員会 遠藤 直樹 

2022 年 活動方針 

 
(1).白パン世代の新入会員獲得に注力 

急務である白パン世代の拡充をクラブ全体の課題として問題意識を共有し、全会員の 
人脈を駆使して勧誘活動を推進する。また会員候補者入会制度の周知と活用を進めて 
いきます。 
 

＊会員候補者入会制度について 
他のチームで活動しているが神奈川不惑クラブとも掛け持ちしたい、ラグビーをしたい 
が正会員になるのはもう少し先に考えたい等の様々な事情に対応して、一緒にラグビー 
を楽しむ場を提供する制度であり、概要は下記のとおりです。 

① 年会費無料（会員番号の発番無し） 
② スポーツ安全保険への加入無し（希望者は実費で加入受付） 
③ 神奈川不惑クラブとしての協会個人登録無し（他クラブと掛け持ち可能） 
④ 惑チームとの定期戦や交流試合には出場可能（相手チームの了承前提） 

 
(2).未惑チームを「神奈川ワイルドリリーズ」として正式始動 

神奈川県クラブ選手権大会には、これまで登録チーム名を「神奈川不惑クラブ」として 
出場してきましたが、2022 年からはチーム名を正式に「神奈川ワイルドリリーズ」と 
して参加します。「神奈川不惑クラブ」としてのチーム名では 2023 年以降に白パン世 
代のメンバーを増加させた後、白パンのメンバーを中心に神奈川県クラブ選手権大会 
への出場を目指します。 

 
以 上 
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運営委員会 2022 年度事業計画 
運営委員長 巴 久之 

【運営】 
  １．グランド確保について 
    1）保土ヶ谷ラグビー場（前期分グランド調整会議 2022 年 1 月 13 日（木）18:00~20:00） 
      対面（かながわ労働プラザ）による開催実施 神惑：市橋会長、巴副会長出席 

① 1 月～9 月までの確保状況については、別紙神惑スケジュールを参照下さい。 
・練習 20 回 （6/5 をグランド集合日、8 月をサマーキャンプに設定します） 

     ・来征  3 回 （4/10 川越戦、5/1 エリス戦、5/15 武惑戦を予定してます） 
② 1 月～9 月のグランド未確保については（辻堂海浜公園、横浜市、茅ケ崎市、YCAC 等

のグランド抽選で対応） 
２．2022 年度各大会への参加計画 

    1）各大会への参加 
     ・第 3 回沖縄惑ラグビーフェスティバル  2/26～27 沖縄（開催中止） 
     ・首都圏黄パン大会（黄 up）       3/17 及び 10/20  埼玉／熊谷 
     ・首都圏赤パン大会（赤 up）       5/3 埼玉／熊谷 
     ・第 49 回東日本不惑大会         6/18～19 宮城／石巻 
     ・かながわシニアスポーツフェスタ    6/26 県立スポーツセンター／藤沢善行 
     ・第 22 回菅平高原不惑大会         7/2～3 サニアパーク／菅平 
     ・第 35 回関東甲信越不惑大会            9/10～11 サニアパーク／菅平・不惑倶楽部主催 
     ・第 34 回ねんりんピックかながわ 2022  11/12～15 神奈川／厚木市・海老名市 
     ・県クラブ選手権 （ ワイルド リリーズ ） 春季・秋季 

３．県協会主催のイベント参加 
    1）ゴールドラガー大会 
     ・開催日：2022 年 3 月 6 日（日） 場所：保土ヶ谷ラグビー場（紺・白パン主体）  

    2）ラグビーフェスティバル 
     ・開催日：2022 年 5 月 5 日（木・祝）場所：保土ヶ谷ラグビー場       （予定） 

４．各地域協会主催のシニア大会等への参加 

    1）海老名マスターズ、藤沢シニア、相模原マスターズ、江戸川ナイター等の開催情報の収集

及び情報発信を行います。 

  ５．県協会有料試合への参加協力要請 
    1）ジャパンリーグワン有料試合サポートへの参加（６試合程度） 
     ・1 月 15 日開幕 

６．来征試合へのレフリー手配 
    1）レフリー派遣の手配を県協会レフリー委員会に依頼します。（開催の１ヶ月前より） 
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【安全】 
  １．県協会主催 「安全推進講習会」 
    1）安全推進講習会への参加（神惑参加者数名を予定） 

例年 4 月に開催しています。（参加希望者は安全委員まで連絡下さい） 

   ２．神惑 「安全・ルール伝達講習会」 

    1）神惑にて恒例の「安全・ルール伝達講習会」 

     日時：2022 年 7 月 24 日（日） 09 時～12 時 

     場所：かながわ労働プラザ 第 3 会議室(予約済)・・・・石川町駅より徒歩５分 

    ３． ＳＡ（セーフティーアシスタント）有資格者の増員 

1）県協会にて認定される、ＳＡ有資格者を増員する。（講習会等の案内を行います） 

2）今年度ＳＡ資格の期限が切れる方は、継続受講をお願いします。 

     *期限が切れる方へのアナウンスを行います。 

４．メディカル備品等の管理 

    1）2017 年よりメディカル備品の整備を強化しました。 

     ・備品のまとめ購入及び管理を行ないます。 

     ・遠征及びホームゲームでのメディカルバッグの携帯及び管理の強化を行います。 

 

【用具】 

 １．2022 年の用具管理について 

   1）神惑の用具管理状況を 2 回／年確認し管理します。 
    ・用具備品の管理ルールを明確にし、遠征や保土ヶ谷以外での運用管理の徹底を行います。 
    ・ボールの購入：新球の在庫保管を DAIKEN にて実施、5 月頃新球発注予定。 

  2）用具の保管場所について 
    ・一部保土ヶ谷グランド上の倉庫及びエコーナイン倉庫に保管しているが、狭く保管場所をさ

がしています。 
 

以上、 
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大会準備委員会 2022 度事業計画 
大会準備委員⻑ 

巴 久之 

１．2022 年度活動方針 

① 第 36 回関東甲信越ラグビーフットボール不惑大会について 
    令和 4 年秋にねんりんピックかながわ大会が開催されることから、不惑俱楽部と協 
   議、令和 4 年の関東甲信越大会は不惑倶楽部主催（⻑野県菅平を予定）、令和 5 年を 
   神奈川の開催予定となった。令和 5 年は RWC フランス大会、ねんりんピック愛媛大 
   会も開催されることから日程調整を検討したい。（11 月中旬開催予定） 
   会場についても藤沢善行、日産スタジアム、保土ヶ谷公園鵜を検討する。 
 

② ねんりんピックかながわ 2022 参加ついて 
日程：令和 4 年 11 月 12 日（土）〜11 月 15 日（火） 
会場：ラグビー競技は厚木市、海老名市 

  （横浜市チーム） 
    令和 4 年 1 月 16 日（日）ねんりんピックながわ 2022 横浜市代表出場者選考会

（追加募集他）を開催した。 
  （神奈川県チーム） 
    県内のラグビー協会、スクール、クラブ等へ参加募集を展開し、チーム結成に向け

て準備を行っている。 
    尚、翌年の愛媛大会の選考会は、令和 4 年 6 月 28 日（日）に県立スポーツセンタ

ーにて「かながわシニアスポーツフェスタ 2022」を開催する。 
  （川崎市チーム） 
    今年の神奈川大会へ参加するとの連絡もあり、今後の合同練習等計画する。 
 

最後に、今後もイクロン株等の発生により第 6 波が懸念される事から、神奈川県ラグ
ビーフットボール協会等の指針を確認しながら対応を検討していきたい。 
 



３項　会員名簿

No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名 No. 氏名 № 氏名

12 市川 繁 144 石塚 和義 271 川手 英司 369 塩谷　祐一 H30 441 永田　智
14 小椋 光敏 145 阿部 智弘 272 荒川 幸祐 370 相原　克己 442 岩崎　誠
15 篭島 啓一 休会 H30.2～ 146 村山 文宏 274 木下 耕一 371 濱口　英雄 H30 443 廣重　真哉
16 伊藤 喜明 150 小原 俊治 276 植松 勉 372 田村　光孝 444 山本　裕史
19 桜井 信一 151 坪井 敏男 277 油井 広勝 373 熊谷　太助 445 福田　純
24 石館 和昌 152 福嶋 寛 278 山本 大 374 篠塚　順 446 岩井　崇
26 佐藤 千馬 154 吉田 順一 279 新城 新一 375 丸王　信則
27 木内 幹雄 155 大久保 博一 281 佐藤 賢治 376 西野　修 【ワイルドリリーズ】
30 須田 徹男 賛助 令和2年～ 157 鈴木 寿久 282 地福 孝則 377 吉田　荘治 M23 南　良太
31 石井 泉 160 永吉 健太郎 285 安東 裕高 378 新谷　潤二 M24 川越 和也
33 山口 重之 162 佐野 修 286 塩島 信敬 379 斉藤　良弘 M25 宮川　明隆
34 冨田　潤一 賛助 令和3年～ 163 渡邉 一弘 休会 2019.6～ 288 杉柳 昌幸 380 有岡　政晴 H31 M27 佐藤　柊翔
36 二戸 正剛 166 堀内 英海 294 齋藤 雅彦 381 関　一樹 H31 M28 秋山　治毅
42 橋本 道雄 168 池田 卓史 295 荻 邦弘 382 中山　大 M29白井　翔太
46 須藤 和男 169 大嶋 将英 賛助 297 伊藤 雅章 384 川久保敦司 M30田嶋　陸央
47 竹川 正夫 171 河原 健一 300 康乗 克之 385 真壁 宏和 M31 田上　孝平
51 菊竹 隆太郎 172 笹川 龍則 301 竹内 哲也 386 山中　徹 M32 大井　佑太
52 門脇 昇 賛助 令和4年～ 175 草島 勇 休会 2021.3～ 304 飯島 昌市 387 西妻多喜男 M33 西村　慎之介

55 原田 伸一 177 手嶋　成夫 305 平野 浩一 388 ⻄尾 進 M34 竹井　大地
56 久野 元勝 178 和気 正太 306 神宮 康廣 389 山手 友士 M35 秋山　龍之介

57 大島 泰毅 180 石井 豊 308 鳥谷部 克己 390 里井　泰生 M36 遠藤　隼太
58 野島 俊男 181 慶 知治 310 坂倉 充 391 川久保一夫 M37 勝野　貴大
58 野島 俊男 182 大倉　守 312 柴田 武彦 396 佐野　一仁 M38 和田垣　将
61 小田 公彦 183 浅岡 栄 314 高野 剛 394 平手　健一 M39 関　龍太郎
67 藤本 幸司 184 萩谷 謙三 315 山本 浩暢 395 宮下　雅代 M40 桶谷　一斗
68 鶴賀 悌二 186 佐藤 賢司 316 小畑 昭 392 三國　慎 M41 和田垣　城
72 永沼 信一 188 河村 卓 318 大津 敦郎 397 山田 晋司 M42 井澤　瑛
73 須貝 則夫 189 山名 英雄 320 阪口 雅信 398 梶原 裕貴 M43 白井　伶旺
75 横山 隆吉 190 中西　伸男 321 永田 裕寿 休会 H30～ 399 塚田 崇 M44 西村　陽亜
77 武田 和朗 H30年～ 191 吉田 隆幸 322 尾後家 勝己 400 橋本壮一郎 M45長利　慶太
78 寺田 研一 194 石橋 謙太郎 323 草野 憲二郎 401 遠藤 淳一 M46倉本　操
79 高橋 忠志 195 安村 嘉晃 325 仙石 陽志 402 吉田　洋 M47小川　優太
80 海老原 信男 197 黒木 英司 H27 327 矢野　弘樹 復会 R2～ 403 ラムジョンハウス M48山本　将生
81 長島 三郎 200 加納　琢也 329 岡田 年生 404 泉　哲夫 M49阿南　雄大
82 渡邉 伸一 205 尾原 章史 330 木村 浩士 休会 2020.1～ 405 木野村知也 M50山口　航貴
86 前島 徳之 209 橋口 望 333 斎多 毅志 406 仲澤 茂 休会 2020.4～ M51小林　将也
87 巴 久之 212 佐藤 浩二 334 小野 弘樹 407 小笠原 一浩 M52桶谷　駿斗
88 米森 政美 213 上沼 雄治 休会 H30 335 中川 幸人 408 川島 勝 M53小泉　聡太
89 熱海 康一 賛助 令和2年～ 214 島崎 進 H31.8～ 336 道浦 嘉克 409 古屋 英雄 M54小野寺　航太

90 吉田 宗彦 215 福地 正幸 337 米本 正 410 玉越 揮義 M55竹井　渉
92 和田 久生 正会員へ 216 山本 博嗣 338 玉置 雄二郎 休会 H31.1～ 411 ｼﾞｮﾝｼﾞｮｾﾌﾎﾞｰﾗﾝﾄﾞ M56大野　駿太
95 黒坂 厳 218 藤田 圭祐 340 幸若 栄毅 412 田上　順也 M57廣瀬　賢一
96 城井　信之 223 多田 啓太郎 341 馬木 紳次 413 櫻井 崇将 M58 河田　啓佑
97 武智 昭 224 佐藤 慎 342 川村 泰 414 野中 哲 M59 山崎　武尊
98 長嶋 幸雄 賛助 225 田島 誠也 343 小鳥田 英行 415 鵜飼　宏考 M60萬浪　敬
99 遠藤 直樹 227 中村良 344 山内 稔 416 名和　剛 M61長谷川　優生

100 坂部 幸一 231 岡村 敦夫 345 久保田　毅 417 芝野　重則 M62山縣　飛翔
103 田渕 馨 232 金内 太郎 休会 H30～ 346 尾関　啓史 休会 H30年～ 418 山崎 純一
106 須田 純 235 佐々岡 嘉晶 347 久野　一郎 419 ⻄田 俊章
107 殿岡 厚一 賛助 238 吉川 尚 348 瓜生　修二 420 森定 肇
108 鈴木 文昭 240 吉岡 修 R4～ 349 河井　健 421 三津　義之
109 川野 正久 242 貝沼 聡 350 岩崎　誠 422 北崎　博司
110 込山 利雄 243 小林 清 351 安藤　恵二 423 椿　俊之
111 神野 孝久 244 久野 峰生 352 髙橋　勇三 424 村上　正章
112 北村 庄七 246 西村 敏 353 村瀬　廣恭 425 佐藤　大史
114 小野 学 賛助 令和2年～ 248 落合 啓二 354 久保　幸平 426 中澤　隆弘
116 瀬尾 清寿 249 平山 浩篤 休会 2019.2～ 355 松野　清司 休会 R3.2～ 427 大嵩　俊
119 辻 泰岐 251 幸田樹一郎 356 竹垣　浩一 428 金子　善仁
120 渡辺 勝美 253 大井 秀雄 357 末田　隆敏 429 髙宮　雄一
121 稲村 邦治 賛助 令和2年～ 255 近藤 知広 358 戸出　勝彦 430 石黒　陽子
123 佐川 孝雄 R31.9～ 256 川崎 健二 359 北村　吉孝 H29 431 加藤　武
127 岡留 義朗 258 河部 泰彦 360 黒澤　洋介 432 藤本　弘志
128 川端 啓次 259 中崎 健 361 土屋　悠己 433 安藤　隆史
131 西川 博 260 佐藤 勲 362 加藤　純司 434 相原　貴久
132 園田 忠明 H30～ 264 鳥飼 一吏 363 小坂　歩 435 伊部　敏之
134 有賀 貴浩 265 川村 大輔 364 中山　修二 休会 R1.11 436 浅井　拓
135 市橋 健次 266 杉山 隆博 365 矢板　成明 H30 437 不破　信行
136 佐藤 英一 休会 2021.4～ 267 坂口 尚弘 H31.8～ 366 牧島　達弥 438 石戸　正己
139 清水 孝典 268 筏 健一 367 山縣　耕平 439 高橋　善直
141 後藤 弘 269 釘宮 昌宏 368 大郷　祐司 440 神田　宗豪 S1 石井　慶子

青字：遠隔地 緑字：休会 赤字：賛助
は退会

2021年12月末現在神奈川不惑クラブ　会員名簿



第３項　会員情報

会員情報 2021年12月末現在

会員数 ３１９名

（内、遠隔２０名・休会１６名・賛助８名・未惑３８名）

【令和３年度】
新入会員 休会会員

① 436 浅井　拓 44・CTB ① 15 篭島 啓一

② 437 不破　信行 58・HO/FL ② 123 佐川 孝雄

③ 438 石戸　正己 56・HO/FL ③ 136 佐藤 英一

④ 439 高橋　善直 52・FL/LO ④ 163 渡邉 一弘

⑤ 440 神田　宗豪 51・LO ⑤ 175 草島 勇

⑥ 441 永田　智 55・SH ⑥ 213 上沼 雄治

⑦ 442 岩崎　誠 69・未経験 ⑦ 232 金内 太郎

⑧ 443 廣重　真哉 46・SH(BK全般) ⑧ 240 吉岡 修

⑨ 444 山本　裕史 52・FL ⑨ 249 平山 浩篤

⑩ 445 福田　純 49・CTB ⑩ 321 永田 裕寿

⑪ 330 木村 浩士

（未惑） ⑫ 338 玉置 雄二郎

① M36 遠藤　隼太 22・PR/HO ⑬ 346 尾関　啓史

② M37 勝野　貴大 22・LO/No.8 ⑭ 355 松野　清司

③ M38 和田垣　将 22・WTB ⑮ 364 中山 修二

④ M39 関　龍太郎 18・WTB/FB/SH ⑯ 406 仲澤　茂

⑤ M40 桶谷　一斗 22・LO/FL

⑥ M41 和田垣　城 25・WTB 遠隔地会員

⑦ M42 井澤　瑛 27・FL/No.8 ① 77 武田　和朗 東京

⑧ M43 白井　伶旺 22・CTB ② 132 園田　忠明 千葉

⑨ M44 西村　陽亜 22・LO/FL/No.8 ③ 197 黒木 英司 フランス

⑩ M45 長利　慶太 21・CTB ④ 214 島崎　進 愛知(令和2年度より）

⑪ M46 倉本　操 22・PR ⑤ 223 多田　啓太郎 韓国

⑫ M47 小川　優太 22・FL/No.8 ⑥ 235 佐々岡 嘉晶 愛知

⑬ M48 山本　将生 22・WTB ⑦ 240 吉岡　修 埼玉

⑭ M49 阿南　雄大 23・HO/FL/LO/No.8 ⑧ 267 坂口　尚弘 愛知(令和2年度より）

⑮ M50 山口　航貴 22・BK全般 ⑨ 322 尾後家 勝己 埼玉（役員会承認）

⑯ M51 小林　将也 22・SO/FB ⑩ 323 草野 憲二郎 大阪

⑰ M52 桶谷　駿斗 21・SO/CTB/WTB ⑪ 325 仙石 陽志 愛知

⑱ M53 小泉　聡太 23・SH ⑫ 348 瓜生　修二 千葉

⑲ M54 小野寺　航太 23・PR/HO ⑬ 359 北村　吉孝 広島

⑳ M55 竹井　渉 22・PR/HO ⑭ 365 矢板　成明 福岡

㉑ M56 大野　駿太 23・FL ⑮ 369 塩谷　祐一 新潟

㉒ M57 廣瀬　賢一 36・PR ⑯ 371 濱口　英雄 北海道

㉓ M58 河田　啓佑 23・PR1/HO/FL/No.8/CTB ⑰ 380 有岡　政晴 広島

㉔ M59 山崎　武尊 22・WTB/FB ⑱ 381 関　一樹 山口

㉕ M60 萬浪　敬 23・FL/No.8 ⑲ 415 鵜飼　宏考 広島（令和２年度より）

㉖ M61 長谷川　優生 24・WTB/FB ⑳ 436 浅井　拓 大阪

㉗ M62 山縣　飛翔 22・LO/No.8

賛助会員

① 30 須田　徹男 令和２年度より

② 98 長嶋　幸雄

退会会員 ③ 107 殿岡 厚一

① 21 堀　譲二 逝去 ④ 114 小野　学 令和２年度より

② 85 杉本 行廣 逝去 ⑤ 121 稲村　邦治 令和２年度より

③ 383 貫井　亮 逝去 ⑥ 169 大嶋 将英 平成30年度より

④ 49 田原 明 逝去 ⑦ 89 熱海　康一 令和２年度より

⑧ 34 冨田　潤一 令和３年度より



第4項　パンツ贈呈

2022パンツ贈呈者

色 会員番号 会員名 誕生日 サイズ

金 72 永沼 信一 ナガヌマ　シンイチ 1933/01/23

(１名）

黄 80 海老原 信男 エビハラ　ノブオ 1953/02/20 S

295 荻 邦弘 オギ　クニヒロ 1953/04/26

205 尾原 章史 オハラ　アキフミ 1953/11/30 M

(３名）

赤 181 慶 知治 イワイ　トモハル 1963/01/14 YO

160 永吉 健太郎 ナガヨシ　ケンタロウ 1963/02/23 L

352 髙橋　勇三 タカハシ　ユウゾウ 1963/03/31 L

403 Lamb, John Han ラム　ジョン　ハウス 1963/04/11 YO

294 齋藤 雅彦 サイトウ　マサヒコ 1963/04/24 辞退

375 丸王　信則 マルオウ　ノブノリ 1963/05/04 O

341 馬木 紳次 マキ　シンジ 1963/10/08

195 安村 嘉晃 ヤスムラ　ヨシテル 1963/11/14

（８名）



                                        5 項：報告事項 

 

 ５．報告事項 
市橋 健次 

 
トンガ王国への義援金について 

 
2022 年 1 月 29 日（日）の役員会にて、下記について協議した結果、神奈川不惑クラブとして義

援金を拠出する事に決定しました。 
 
神奈川県協会より下記の義援金公募がＨＰに掲載された。 

   「やさしさにトライ」をスローガンに掲げる神奈川県ラグビーフットボール協会が 

この度のトンガ沖火山噴火と津波に襲われたトンガ王国の方々を支援する為の義援金の 

募集を開始します。 

神奈川県ラグビーフットボール協会とトンガ王国とはラグビーを通じて深い交流があり、 

被災者を迅速に支援したいと考えています。 

皆様から集められた義援金は、トンガ王国大使館と協議の上、トンガ王国で被災された 

方々の支援に役立つ為に使われます。 

 

   義援金：10 万円（登録会員数約 250 人から一人当たり 400 円を拠出する試算） 

    

   2022 年 2 月 3 日：振込済 

以上、 


	2022年度神奈川不惑クラブ総会次第
	第２項_第一号①-1神惑2021年事業報告（総務）
	第２項_第一号①-2神惑2021年活動報告（総務）
	第２項_第一号②-1神惑2021年事業報告（競技）
	第２項_第一号②-2神惑2021年事業報告（会員獲得）
	第２項_第一号③-1神惑2021年事業報告（運営）
	第２項_第一号③-2神惑2021年事業報告（大会準備）
	第２項_第三号①　神惑運営体制2022-23（案）
	第２項_第四号①-1神惑2022年事業計画（総務）
	第２項_第四号①-2神惑2022年活動計画（総務）
	第２項_第四号②-1神惑2022年事業計画（競技）
	第２項_第四号②-2神惑2022年事業計画（会員獲得）
	第２項_第四号③-1神惑2022年事業計画（運営）
	第２項_第四号③-2神惑2021年事業計画（大会準備）
	第３項_2021年クラブ会員名簿（総務）
	第３項_2021年会員情報（総務）
	第４項_2022パンツ贈呈者ﾘｽﾄ
	第５項_連絡事項_トンガ王国への義援金について

