山岡社長チームとの定期戦開始
30 年ほど前、ヤンマー株式会社は販売拠点や工場の社員に

第1戦 平成25年11月3日

ヤンマーサッカーOB会

於：南津守さくら公園スポーツ広場

よるサッカー大会を企画し、滋賀県瀬田にあった研究所のグ
ラウンドで試合を行なったことがありました。
昨年、若手社員のあいだで再びサッカー大会を開催しよう
という機運が高まり、2013 年 11 月 3 日に南津守さくら公
園スポーツ広場にてサッカー大会が開催されました。そのエ

■ 発行日 平成26年10月吉日

キジビションマッチとして山岡社長チームとヤンマーサッ

■発

カー OB 会の親善試合が行なわれ、ヤンマーサッカー OB 会

行

責任者：小野寺正芳

会

報

は 0 対 2 で敗戦してしまいました。
（山岡社長２得点）
ゲーム終了後、山岡社長より「定期的にゲームを行ないま
しょう。」とのこと。もちろん、「よろしくお願いいたします。」

第2戦 平成26年6月14日

7号

第

釜本邦茂氏 旭日中綬章を受章

於：ヤンマー尼崎グラウンド

と回答致しました。

この度、旭日中綬章を授章したことに大変驚き、そして大変光栄に嬉しく思っております。

第 2 戦は、平成 25 年度ヤンマーサッカー OB 会総会
（2014 年 6 月 14 日・ヤンマー尼崎グラウンド）の前に行

参議院議員を務めたこと。また、長年サッカーに携わってきてサッカーの普及だとか、若い人の指導をする。そ

なわれ、結果は２対２の引き分けとなりました。

ういうことがある面では認められたのかなと思います。

第 3 戦は、2014 年 10 月 25 日を予定しています。

特に、ヤンマーでは 17 年間、選手、監督を務め、いい仲間に恵まれてヤンマーの強い時代を作ることができ

今後もヤンマー株式会社、セレッソ大阪、ヤンマーサッカー

ました。この仲間と一緒に出来たと

OB 会の友好関係を築いてまいりますので、ご協力よろしくお

いうことが、私のサッカー人生のな

願い致します。

かでしんどい時もありましたが、非

YSG だより
第29回 平成25年10月22日

常に楽しい選手生活を送れたとい

於：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース

優

勝

三好 和久太
村上 隆

いる中、この章をもらったことで最

３

井上 洋介

後にするわけでもなく、これからも

位

於：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース

優

勝

赤須 陽太郎

準優勝

元川 勇

３

三好 和久太

位

12 名参加の若干寂しい YSG 会となりましたが、ゴルフは白熱を帯び
び、久々に赤須プロがグロス 91（ベスグロ）ネット 74.2 でまわり優勝。
口も滑らかにパーティーは大盛り上がり、大変楽しいコンペとなりま
した。
「今後の YSG 会の予定：4 月・10 月とも第 4 火曜日といたしますので、ご予定願います。」

セレッソの森プロジェクト

セレッソ森プロジェクトに関するニュースは、ヤンマー
サッカー OB 会ホームページに掲載しています。
http://yanmar-ob.com/soccer-ob/
ヤンマーサッカーＯＢ会 は、OB 会メンバーの
ご支援を頂き法人・団体・グループコースで
セレッソの森プロジェクトに参加しています。

今も若い人たちの指導を続けて

準優勝

秋晴れのもと 19 名の参加で和気あいあいとプレーしましたが、楽し
みすぎてスコアの方は・・・！！
それでも当日シニアアンドレディースオープン（７８名参加）に参加し、
６名が賞に当選しました。何か賭かると強い！昔のサッカーと同じ！

第30回 平成26年4月15日

うことだと思います。

今まで通り自分に与えられた使命、
役割を果たして行きたいと思って
おります。
今後とも宜しくお願いいたします。

釜本 邦茂
平成 25 年度事業報告 ( 自 H25/5/21 〜至 H26/5/20)
平成 24 年度ヤンマーサッカー OB 会総会 (H25/6/8)
於：ヤンマー特機エンジン事業本部・厚生棟
第１号議案・第 2 号議案・第 3 号議案 満場一致で可決
故 山岡名誉会長「お別れの会」(H24/10/11)
於：リーガロイヤルホテル・ロイヤルホール
第 4 回ネルソン記念カップ開催 (H24/11/24)
尼崎市マスターズと同時開催
尼崎市マスターズサッカー大会参加 (H24/11/24)
OB 会 ゴルフコンペ開催 (YSG)
於：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース
第 29 回 (H25/10/22) 優勝 三好 和久太氏
第 30 回 (H26/4/15)
優勝 赤須 陽太郎氏
懇親会 J リーグ観戦 (H24/11/30)
セレッソ大阪 VS 鹿島アントラーズ ( 参加者 35 名 )
ヤンマーサッカー OB 会正式ユニホーム製作 (H24/11)
マンチェスター U 戦の復刻版ユニホームを正式ユニホームと
して製作
理事会の開催 (6 回開催 )

平成 26 年度事業計画 ( 自 H26/5/21 〜至 H27/5/20)
平成 25 年度ヤンマーサッカー OB 会総会 (H26/6/14)
於：ヤンマー特機エンジン事業本部・厚生棟
ヤンマーサッカー OB 会 会報 ( 第 7 号 ) 発刊 (H26/10)
第 5 回ネルソン記念カップ開催 (H26/11)
尼崎市マスターズサッカー大会参加 (H26/11/18)
OB 会 ゴルフコンペ開催 (YSG)
於：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース
第 31 回 (H26/10/21)
第 32 回 (H27/４/28）

※第 32 回以降は 4 月・10 月とも第 4 火曜日に開催します。

懇親会 J リーグ観戦 (H26/11)

ヤンマーサッカー OB 会のホームページは
下記 URL で閲覧できます。
http://yanmar-ob.com/soccer-ob/

入部年別部員一覧

思い出します
1960 年私達 ( 菊池君 ) は大石先輩の導き

場、関西社会人選手権優勝と日本リーグ参加、大阪社会人リー

で、
（株）神崎高級工機製作所に入社と同時に

グ・関西社会人リーグに参加した事が思い起こされます。
近年は OB 会に参加し歴史本 ( 赤本 ) 作成への協力やゴル

ヤンマーサッカー部に入り活動させて頂き

フに多くの会員の方との交流で新しい思い出を作らせて頂い

ました。

ています。

私にとって初めての経験で、思い起こすの
は・・・入社前に大阪社会人リーグに出場し

この様に良き思い出を与えて頂いたヤンマーサッカーの精

たのが思い出の始まりで、仕事終わってからの練習と一杯！

神を引き継いでいるセレッソを応援しながら、これからも思

泊りがけでの遠征で初めて乗る飛行機・夜行列車・新幹線、

いで作りに余生を送りたいと思っています。

トランプ？真夏の昼間の 2 試合、ナイター経験、自分達での合
石黒

宿、芝のグラウンド、試合では都市対抗出場、社会人選手権出

清行

1960(S35) 入部

一緒にサッカーやらへんか
昭和 35 年、尼崎工業高校の先輩である大石

また、都市対抗戦では東京後楽園競輪場で東京トリッククラ

さんから「一緒にサッカーやらへんか」と誘

ブ ( 故・長沼氏、岡野氏等率いる ) とのナイター試合で途中停

いを受け（株）神崎高級工機製作所に入社、

電のアクシデントに見舞われ大変驚いた事を覚えております。
日本リーグでは未だ弱小チームで 40 年度８チーム中 7 位、

同時にヤンマーサッカー部入部、8 年間プ
レー、昭和 44 年からはヤンマークラブで
数年間、若手の指導を兼ねて楽しくプレーさ

41 年度は 8 位と低迷、対東洋工業戦では 0 対 11 と大敗、不
名誉な記録を残した事は無念であり恥ずかしい限りです。
入替戦では浦和クラブと対し 1 勝 1 分とかろうじて残留、

せていただきました。
入部当時は大阪社会人リーグ 4 部で練習は神埼工場グラン

このときばかりは歓喜の渦でした。
日本リーグ初期を指導された故・古川監督を初め、コーチ諸

ド、毎週 ( 火 )( 木 )( 土 ) 午後 6：00 〜 8：00、日曜はリー
グ戦か練習試合と比較的ゆったりしたものでした。

先輩方の御苦労は計り知れません。
このことが後のヤンマーサッカー躍進の切っ掛けになった

以降毎年、大学・高校の優秀なプレーヤーが入部、毎年リー
グ優勝、昭和 38 年に 1 部昇格を果たし、翌 39 年に関西選手

事ではと感じています。
現在はリサイクルズの一員として尼崎シニアリーグ、６０歳

権優勝を成し遂げる事が出来ました。
昭和 40 年、日本サッカーリーグ (JFL) 発足と同時に関西

以上の部でプレーを楽しんでおります。
ヤンマー OB 総会でのゲームやゴルフ、セレッソ大阪の応援

を代表して参加することが出来、私にとってはトップレベル
のリーグでヤンマーサッカー部の一員としてプレー出来たの

等で皆様と再会できる事が楽しみです。
今後共サッカーを通じて得た皆様との繋がりを大切にして

は夢のようであり今でも誇りに思い感謝しています。
その間の思い出は昭和 37 年全国実業団選手権大会 ( 山口

いきたいと思います。

県 ) に初出場した際に会社が褒美として小型飛行機をチャー
ター、遠征に参加した事が忘れられません。( この時代経済的
にも飛行機に乗れる状況ではなかったので嬉しかった )

■ 平成25年度ヤンマーサッカーOB会総会(H26/6/14)

菊池

秀男

1960(S35) 入部

１９５７年（昭和３２）１４名
1 ・河瀬 浩正
2 ・木村 均
3 ・有村 宏三郎
4 ・鈴木 了三
5 ・佐久間 廣
6 ・竹村 喜太郎
7 ・古城戸 邦彦
8 ・大咲 陽三
9 ・中林 毅
10 ・古川 能章
11 ・澤田 秋志
12 ・国司 寛相
13 ・山村 隆男
14 ・秋山 辰男
１９５８年（昭和３３） ４名
15 ・本田 明
16 ・東 弘
17 ・井田 勝彦
18 ・三好 和久太
１９５９年（昭和３４） ８名
19 ・大西 滋
20 ・三原 哲郎
21 ・川端 泰男
22 ・大石 正明
23 ・末弘 徹夫
24 ・園田 敏明
25 ・遠山 勇
26 ・村上 靖夫
１９６０年（昭和３５） ３名
27 ・菊池 秀男
28 ・石黒 清行
29 ・大崎 征治
１９６１年（昭和３６） ９名
30 ・安達 貞至
31 ・井上 洋介
32 ・川村 四郎
33 ・三本松 修
34 ・平山 幸雄
35 ・梶本 道明
36 ・岡崎 恵
37 ・坂口 二三男
38 ・中山 頴三
１９６２年（昭和３７） ９名
39 ・鬼武 健二
40 ・山崎 正人
41 ・北野 修司
42 ・富田 英治
43 ・中川 雄二
44 ・村上 隆
45 ・園田 明
46 ・二井 朝治
47 ・小林 信市
１９６３年（昭和３８） ３名
48 ・今利 泰三
49 ・鈴木 寛和
50 ・山中 昇
１９６４年（昭和３９） ４名
51 ・加茂 周
52 ・牛尾 寛武
53 ・三井 正和
54 ・渡辺 孫之輔
１９６５年（昭和４０） ４名
55 ・前田 芳弘
56 ・内野 和憲
57 ・志村 光紘
58 ・中谷 春夫
１９６６年（昭和４１） ４名
59 ・辻 康之
60 ・寺崎 享一
61 ・浜頭 昌宏
62 ・柳田 静也

１９６７年（昭和４２）
１３名
63 ・出原 弘之
64 ・西片 信次郎
65 ・吉村 大志郎
66 ・本下 栄伴
67 ・山下 秀一
68 ・小柴 誠
69 ・釜本 邦茂
70 ・水口 洋次
71 ・阿部 武信
72 ・元川 勇
73 ・森田 修
74 ・木津
（土谷）博
75 ・松尾
（吉川）輝夫
１９６８年（昭和４３）１１名
76 ・カルロス・エステベス
77 ・笠井 孝司
78 ・三田 僥
79 ・今村 博治
80 ・木村 文治
81 ・湯口 栄蔵
82 ・小川 豊
83 ・上藤 栄壮
84 ・井上 俊一
85 ・高田 穂
86 ・松岡 登志男
１９６９年（昭和４４） ４名
87 ・熊本 一郎
88 ・別所 充
89 ・北村 重夫
90 ・辻 和彦
１９７０年（昭和４５） ５名
91 ・楠目
（田上）敏之
92 ・赤須 陽太郎
93 ・野田 義一
94 ・成川 博
95 ・吹田 茂夫
１９７１年（昭和４６） ７名
96 ・松村 雄志
97 ・水口 利男
98 ・熊川 忍
99 ・三田 寛
100 ・堀井 美晴
101 ・稲垣 洋志
102 ・小林・ジョージ
１９７２年（昭和４７） ４名
103 ・阿部 洋夫
104 ・坂野 博
105 ・大畑 行男
106 ・西野 修
１９７３年（昭和４８） ６名
107 ・上西 一雄
108 ・橋本 好隆
109 ・瀧 利明
110 ・アントニオ・トリンカ
111 ・山本ネルソン
112 ・小野寺 正芳
１９７４年（昭和４９） ５名
113 ・垣内 輝久
114 ・山田 祐史
115 ・矢野 正人
116 ・吉田 保造
117 ・村山 富善
１９７５年（昭和５０） ５名
118 ・ジュリオ・上田
119 ・菊池 健之
120 ・倉田 史嗣
121 ・ロベルト・米谷
122 ・ビタヤ・ラオハクル

＜214名＞

１９７６年（昭和５１） ８名
123 ・奥出 章寛
124 ・亀田 忠幸
125 ・ルイス・米谷
126 ・曽根 政芳
127 ・白石 義勝
128 ・加藤 実
129 ・曽根 政信
130 ・上野山 信行
１９７７年（昭和５２） ９名
131 ・藤原 義三
132 ・湯浅 真一
133 ・中村 政巳
134 ・玉田 稔
135 ・岡崎 有三
136 ・望月 敬吾
137 ・富沢 紀要民
138 ・境 勉
139 ・ヘナト・ストッキー
１９７８年（昭和５３） ６名
140 ・山野 孝明
141 ・安田 一
142 ・鈴木 康仁
143 ・福島 博志
144 ・浜田 浩二
145 ・山野 孝義
１９７９年（昭和５４） ７名
146 ・楚輪 博
147 ・坪田 和美
148 ・川口 勝
149 ・上田 博次
150 ・下村 利男
151 ・福田 安和
152 ・山口 正信
１９８０年（昭和５５） ７名
153 ・長谷川 治久
154 ・馬場 俊明
155 ・貴志 俊治
156 ・杉浦 弘
157 ・菅野 重彦
158 ・横江 ひろし
159 ・モレイラ・ディアス
１９８１年（昭和５６） ４名
160 ・西村 昭宏
161 ・小松 晃
162 ・草木 克洋
163 ・太宰 義一
１９８２年（昭和５７） ２名
164 ・松下 浩一
165 ・佐賀 清慈
１９８３年（昭和５８） ２名
166 ・梶野 智幸
167 ・白沢 久則
１９８４年（昭和５９） ３名
168 ・上辻 正夫
169 ・見崎 敏弘
170 ・伊藤 祐二
１９８５年（昭和６０） ４名
171 ・神尾 明宏
172 ・井谷 昌二
173 ・平井 良和
174 ・井上 佳博
１９８６年（昭和６１） ６名
175 ・西出 拓司
176 ・東 賢治
177 ・沓掛 秀樹
178 ・小西 忍
179 ・ジョナス・Ｓ
180 ・ワンデルラン・Ｓ

１９８７年（昭和６２） １名
181 ・田中 和也
１９８８年（昭和６３） ４名
182 ・梶野 智
183 ・長尾 光弘
184 ・マルコス・Ａ
185 ・ジョゼ・Ａ
１９８９年（平成１）
186 ・濁沢 一仁
187 ・マウロ・Ｆ
188 ・セルジオ・Ａ

３名

１９９０年（平成２）
189 ・山田 泰寛
190 ・西ヶ谷 卓
191 ・川前 力也

３名

１９９１年（平成３）
192 ・宇野 秀徳
193 ・皆本 勝弘
194 ・高橋 貴史
195 ・森島 寛晃
196 ・武田 治郎
197 ・横山 昭
198 ・バウテル・Ｆ
199 ・エリエル・Ｅ
200 ・ジュリオ・Ｓ

９名

１９９２年（平成４）
201 ・横山 恵介
202 ・宮本 功
203 ・牧田 寛之
204 ・相貝 幸一
205 ・山崎 伊智朗
206 ・塚本 明正

６名

１９９３年（平成５）
207 ・三浦 愼一
208 ・石川 和男
209 ・北出 尚大
210 ・石田 浩之
211 ・佐々木 洋
212 ・吉山 修
213 ・亀谷 誠
214 ・ロナウド・Ｍ

８名

＜物故者＞
・山岡 浩二郎
（総監督）
・東 弘
・河瀬 浩正
・鈴木 寛和
・大西 滋
・中山 頴三
・山崎 正人
・小林 信市
・山中 昇
・志村 光紘
・牛尾 寛武
・森田 修
・吉村 大志郎
・湯口 栄蔵
・村上 靖夫
・山野 孝明
・川口 勝
・阿部 武信
・白石 義勝
・吹田 茂夫
・園田 俊明
・山田 泰寛
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1960 年私達 ( 菊池君 ) は大石先輩の導き

場、関西社会人選手権優勝と日本リーグ参加、大阪社会人リー

で、
（株）神崎高級工機製作所に入社と同時に

グ・関西社会人リーグに参加した事が思い起こされます。
近年は OB 会に参加し歴史本 ( 赤本 ) 作成への協力やゴル

ヤンマーサッカー部に入り活動させて頂き

フに多くの会員の方との交流で新しい思い出を作らせて頂い

ました。

ています。

私にとって初めての経験で、思い起こすの
は・・・入社前に大阪社会人リーグに出場し

この様に良き思い出を与えて頂いたヤンマーサッカーの精

たのが思い出の始まりで、仕事終わってからの練習と一杯！

神を引き継いでいるセレッソを応援しながら、これからも思

泊りがけでの遠征で初めて乗る飛行機・夜行列車・新幹線、

いで作りに余生を送りたいと思っています。

トランプ？真夏の昼間の 2 試合、ナイター経験、自分達での合
石黒

宿、芝のグラウンド、試合では都市対抗出場、社会人選手権出

清行

1960(S35) 入部

一緒にサッカーやらへんか
昭和 35 年、尼崎工業高校の先輩である大石

また、都市対抗戦では東京後楽園競輪場で東京トリッククラ

さんから「一緒にサッカーやらへんか」と誘

ブ ( 故・長沼氏、岡野氏等率いる ) とのナイター試合で途中停

いを受け（株）神崎高級工機製作所に入社、

電のアクシデントに見舞われ大変驚いた事を覚えております。
日本リーグでは未だ弱小チームで 40 年度８チーム中 7 位、

同時にヤンマーサッカー部入部、8 年間プ
レー、昭和 44 年からはヤンマークラブで
数年間、若手の指導を兼ねて楽しくプレーさ

41 年度は 8 位と低迷、対東洋工業戦では 0 対 11 と大敗、不
名誉な記録を残した事は無念であり恥ずかしい限りです。
入替戦では浦和クラブと対し 1 勝 1 分とかろうじて残留、

せていただきました。
入部当時は大阪社会人リーグ 4 部で練習は神埼工場グラン

このときばかりは歓喜の渦でした。
日本リーグ初期を指導された故・古川監督を初め、コーチ諸

ド、毎週 ( 火 )( 木 )( 土 ) 午後 6：00 〜 8：00、日曜はリー
グ戦か練習試合と比較的ゆったりしたものでした。

先輩方の御苦労は計り知れません。
このことが後のヤンマーサッカー躍進の切っ掛けになった

以降毎年、大学・高校の優秀なプレーヤーが入部、毎年リー
グ優勝、昭和 38 年に 1 部昇格を果たし、翌 39 年に関西選手

事ではと感じています。
現在はリサイクルズの一員として尼崎シニアリーグ、６０歳

権優勝を成し遂げる事が出来ました。
昭和 40 年、日本サッカーリーグ (JFL) 発足と同時に関西

以上の部でプレーを楽しんでおります。
ヤンマー OB 総会でのゲームやゴルフ、セレッソ大阪の応援

を代表して参加することが出来、私にとってはトップレベル
のリーグでヤンマーサッカー部の一員としてプレー出来たの

等で皆様と再会できる事が楽しみです。
今後共サッカーを通じて得た皆様との繋がりを大切にして

は夢のようであり今でも誇りに思い感謝しています。
その間の思い出は昭和 37 年全国実業団選手権大会 ( 山口

いきたいと思います。

県 ) に初出場した際に会社が褒美として小型飛行機をチャー
ター、遠征に参加した事が忘れられません。( この時代経済的
にも飛行機に乗れる状況ではなかったので嬉しかった )

■ 平成25年度ヤンマーサッカーOB会総会(H26/6/14)

菊池

秀男

1960(S35) 入部

１９５７年（昭和３２）１４名
1 ・河瀬 浩正
2 ・木村 均
3 ・有村 宏三郎
4 ・鈴木 了三
5 ・佐久間 廣
6 ・竹村 喜太郎
7 ・古城戸 邦彦
8 ・大咲 陽三
9 ・中林 毅
10 ・古川 能章
11 ・澤田 秋志
12 ・国司 寛相
13 ・山村 隆男
14 ・秋山 辰男
１９５８年（昭和３３） ４名
15 ・本田 明
16 ・東 弘
17 ・井田 勝彦
18 ・三好 和久太
１９５９年（昭和３４） ８名
19 ・大西 滋
20 ・三原 哲郎
21 ・川端 泰男
22 ・大石 正明
23 ・弘末 徹夫
24 ・園田 敏明
25 ・遠山 勇
26 ・村上 靖夫
１９６０年（昭和３５） ３名
27 ・菊池 秀男
28 ・石黒 清行
29 ・大崎 征治
１９６１年（昭和３６） ９名
30 ・安達 貞至
31 ・井上 洋介
32 ・川村 四郎
33 ・三本松 修
34 ・平山 幸雄
35 ・梶本 道明
36 ・岡崎 恵
37 ・坂口 二三男
38 ・中山 頴三
１９６２年（昭和３７） ９名
39 ・鬼武 健二
40 ・山崎 正人
41 ・北野 修司
42 ・富田 英治
43 ・中川 雄二
44 ・村上 隆
45 ・園田 明
46 ・二井 朝治
47 ・小林 信市
１９６３年（昭和３８） ３名
48 ・今利 泰三
49 ・鈴木 寛和
50 ・山中 昇
１９６４年（昭和３９） ４名
51 ・加茂 周
52 ・牛尾 寛武
53 ・三井 正和
54 ・渡辺 孫之輔
１９６５年（昭和４０） ４名
55 ・前田 芳弘
56 ・内野 和憲
57 ・志村 光紘
58 ・中谷 春夫
１９６６年（昭和４１） ４名
59 ・辻 康之
60 ・寺崎 享一
61 ・浜頭 昌宏
62 ・柳田 静也

１９６７年（昭和４２）
１３名
63 ・出原 弘之
64 ・西片 信次郎
65 ・吉村 大志郎
66 ・本下 栄伴
67 ・山下 秀一
68 ・小柴 誠
69 ・釜本 邦茂
70 ・水口 洋次
71 ・阿部 武信
72 ・元川 勇
73 ・森田 修
74 ・木津
（土谷）博
75 ・松尾
（吉川）輝夫
１９６８年（昭和４３）１１名
76 ・カルロス・エステベス
77 ・笠井 孝司
78 ・三田 僥
79 ・今村 博治
80 ・木村 文治
81 ・湯口 栄蔵
82 ・小川 豊
83 ・上藤 栄壮
84 ・井上 俊一
85 ・高田 穂
86 ・松岡 登志男
１９６９年（昭和４４） ４名
87 ・熊本 一郎
88 ・別所 充
89 ・北村 重夫
90 ・辻 和彦
１９７０年（昭和４５） ５名
91 ・楠目
（田上）敏之
92 ・赤須 陽太郎
93 ・野田 義一
94 ・成川 博
95 ・吹田 茂夫
１９７１年（昭和４６） ７名
96 ・松村 雄志
97 ・水口 利男
98 ・熊川 忍
99 ・三田 寛
100 ・堀井 美晴
101 ・稲垣 洋志
102 ・小林・ジョージ
１９７２年（昭和４７） ４名
103 ・阿部 洋夫
104 ・坂野 博
105 ・大畑 行男
106 ・西野 修
１９７３年（昭和４８） ６名
107 ・上西 一雄
108 ・橋本 好隆
109 ・瀧 利明
110 ・アントニオ・トリンカ
111 ・山本ネルソン
112 ・小野寺 正芳
１９７４年（昭和４９） ５名
113 ・垣内 輝久
114 ・山田 祐史
115 ・矢野 正人
116 ・吉田 保造
117 ・村山 富善
１９７５年（昭和５０） ５名
118 ・ジュリオ・上田
119 ・菊池 健之
120 ・倉田 史嗣
121 ・ロベルト・米谷
122 ・ビタヤ・ラオハクル

＜215名＞

１９７６年（昭和５１） ８名
123 ・奥出 章寛
124 ・亀田 忠幸
125 ・ルイス・米谷
126 ・曽根 政芳
127 ・白石 義勝
128 ・加藤 実
129 ・曽根 政信
130 ・上野山 信行
１９７７年（昭和５２） ９名
131 ・藤原 義三
132 ・湯浅 真一
133 ・中村 政巳
134 ・玉田 稔
135 ・岡崎 有三
136 ・望月 敬吾
137 ・富沢 紀要民
138 ・境 勉
139 ・ヘナト・ストッキー
１９７８年（昭和５３） ６名
140 ・山野 孝明
141 ・安田 一
142 ・鈴木 康仁
143 ・副島 博志
144 ・浜田 浩二
145 ・山野 孝義
１９７９年（昭和５４） ７名
146 ・楚輪 博
147 ・坪田 和美
148 ・川口 勝
149 ・上田 博次
150 ・下村 利男
151 ・福田 安和
152 ・山口 正信
１９８０年（昭和５５） ７名
153 ・長谷川 治久
154 ・馬場 俊明
155 ・貴志 俊治
156 ・杉浦 弘
157 ・菅野 重彦
158 ・横江 ひろし
159 ・モレイラ・ディアス
１９８１年（昭和５６） ４名
160 ・西村 昭宏
161 ・小松 晃
162 ・草木 克洋
163 ・太宰 義一
１９８２年（昭和５７） ２名
164 ・松下 浩一
165 ・佐賀 清慈
１９８３年（昭和５８） ２名
166 ・梶野 智幸
167 ・白沢 久則
１９８４年（昭和５９） ３名
168 ・上辻 正夫
169 ・見崎 敏弘
170 ・伊藤 祐二
１９８５年（昭和６０） ４名
171 ・神尾 明宏
172 ・井谷 昌二
173 ・平井 良和
174 ・井上 佳博
１９８６年（昭和６１） ６名
175 ・西出 拓司
176 ・東 賢治
177 ・沓掛 秀樹
178 ・小西 忍
179 ・ジョナス・Ｓ
180 ・ワンデルラン・Ｓ

１９８７年（昭和６２） １名
181 ・田中 和也
１９８８年（昭和６３） ４名
182 ・梶野 智
183 ・長尾 光弘
184 ・マルコス・Ａ
185 ・ジョゼ・Ａ
１９８９年（平成１）
186 ・濁沢 一仁
187 ・マウロ・Ｆ
188 ・セルジオ・Ａ

３名

１９９０年（平成２）
189 ・山田 泰寛
190 ・西ヶ谷 卓
191 ・川前 力也

３名

１９９１年（平成３）
192 ・宇野 秀徳
193 ・皆本 勝弘
194 ・高橋 貴史
195 ・森島 寛晃
196 ・武田 治郎
197 ・横山 昭
198 ・バウテル・Ｆ
199 ・エリエル・Ｅ
200 ・ジュリオ・Ｓ

９名

１９９２年（平成４）
201 ・横山 恵介
202 ・宮本 功
203 ・牧田 寛之
204 ・相貝 幸一
205 ・山崎 伊智朗
206 ・塚本 明正
207 ・竹花 友也

７名

１９９３年（平成５）
208 ・三浦 愼一
209 ・石川 和男
210 ・北出 尚大
211 ・石田 浩之
212 ・佐々木 洋
213 ・吉山 修
214 ・亀谷 誠
215 ・ロナウド・Ｍ

８名

＜物故者＞
・山岡 浩二郎
（総監督）
・東 弘
・河瀬 浩正
・鈴木 寛和
・大西 滋
・中山 頴三
・山崎 正人
・小林 信市
・山中 昇
・志村 光紘
・牛尾 寛武
・森田 修
・吉村 大志郎
・湯口 栄蔵
・村上 靖夫
・山野 孝明
・川口 勝
・阿部 武信
・白石 義勝
・吹田 茂夫
・園田 俊明
・山田 泰寛

山岡社長チームとの定期戦開始
30 年ほど前、ヤンマー株式会社は販売拠点や工場の社員に

第1戦 平成25年11月3日

ヤンマーサッカーOB会

於：南津守さくら公園スポーツ広場

よるサッカー大会を企画し、滋賀県瀬田にあった研究所のグ
ラウンドで試合を行なったことがありました。
昨年、若手社員のあいだで再びサッカー大会を開催しよう
という機運が高まり、2013 年 11 月 3 日に南津守さくら公
園スポーツ広場にてサッカー大会が開催されました。そのエ

■ 発行日 平成26年10月吉日

キジビションマッチとして山岡社長チームとヤンマーサッ

■発

カー OB 会の親善試合が行なわれ、ヤンマーサッカー OB 会

行

責任者：小野寺正芳

会

報

は 0 対 2 で敗戦してしまいました。
（山岡社長２得点）
ゲーム終了後、山岡社長より「定期的にゲームを行ないま
しょう。」とのこと。もちろん、「よろしくお願いいたします。」

第2戦 平成26年6月14日

7号

第

釜本邦茂氏 旭日中綬章を受章

於：ヤンマー尼崎グラウンド

と回答致しました。

この度、旭日中綬章を授章したことに大変驚き、そして大変光栄に嬉しく思っております。

第 2 戦は、平成 25 年度ヤンマーサッカー OB 会総会
（2014 年 6 月 14 日・ヤンマー尼崎グラウンド）の前に行

参議院議員を務めたこと。また、長年サッカーに携わってきてサッカーの普及だとか、若い人の指導をする。そ

なわれ、結果は２対２の引き分けとなりました。

ういうことがある面では認められたのかなと思います。

第 3 戦は、2014 年 10 月 25 日を予定しています。

特に、ヤンマーでは 17 年間、選手、監督を務め、いい仲間に恵まれてヤンマーの強い時代を作ることができ

今後もヤンマー株式会社、セレッソ大阪、ヤンマーサッカー

ました。この仲間と一緒に出来たと

OB 会の友好関係を築いてまいりますので、ご協力よろしくお

いうことが、私のサッカー人生のな

願い致します。

かでしんどい時もありましたが、非

YSG だより
第29回 平成25年10月22日

常に楽しい選手生活を送れたとい

於：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース

優

勝

三好 和久太
村上 隆

いる中、この章をもらったことで最

３

井上 洋介

後にするわけでもなく、これからも

位

於：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース

優

勝

赤須 陽太郎

準優勝

元川 勇

３

三好 和久太

位

12 名参加の若干寂しい YSG 会となりましたが、ゴルフは白熱を帯び
び、久々に赤須プロがグロス 91（ベスグロ）ネット 74.2 でまわり優勝。
口も滑らかにパーティーは大盛り上がり、大変楽しいコンペとなりま
した。
「今後の YSG 会の予定：4 月・10 月とも第 4 火曜日といたしますので、ご予定願います。」

セレッソの森プロジェクト

セレッソ森プロジェクトに関するニュースは、ヤンマー
サッカー OB 会ホームページに掲載しています。
http://yanmar-ob.com/soccer-ob/
ヤンマーサッカーＯＢ会 は、OB 会メンバーの
ご支援を頂き法人・団体・グループコースで
セレッソの森プロジェクトに参加しています。

今も若い人たちの指導を続けて

準優勝

秋晴れのもと 19 名の参加で和気あいあいとプレーしましたが、楽し
みすぎてスコアの方は・・・！！
それでも当日シニアアンドレディースオープン（７８名参加）に参加し、
６名が賞に当選しました。何か賭かると強い！昔のサッカーと同じ！

第30回 平成26年4月15日

うことだと思います。

今まで通り自分に与えられた使命、
役割を果たして行きたいと思って
おります。
今後とも宜しくお願いいたします。

釜本 邦茂
平成 25 年度事業報告 ( 自 H25/5/21 〜至 H26/5/20)
平成 24 年度ヤンマーサッカー OB 会総会 (H25/6/8)
於：ヤンマー特機エンジン事業本部・厚生棟
第１号議案・第 2 号議案・第 3 号議案 満場一致で可決
故 山岡名誉会長「お別れの会」(H24/10/11)
於：リーガロイヤルホテル・ロイヤルホール
第 4 回ネルソン記念カップ開催 (H24/11/24)
尼崎市マスターズと同時開催
尼崎市マスターズサッカー大会参加 (H24/11/24)
OB 会 ゴルフコンペ開催 (YSG)
於：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース
第 29 回 (H25/10/22) 優勝 三好 和久太氏
第 30 回 (H26/4/15)
優勝 赤須 陽太郎氏
懇親会 J リーグ観戦 (H24/11/30)
セレッソ大阪 VS 鹿島アントラーズ ( 参加者 35 名 )
ヤンマーサッカー OB 会正式ユニホーム製作 (H24/11)
マンチェスター U 戦の復刻版ユニホームを正式ユニホームと
して製作
理事会の開催 (6 回開催 )

平成 26 年度事業計画 ( 自 H26/5/21 〜至 H27/5/20)
平成 25 年度ヤンマーサッカー OB 会総会 (H26/6/14)
於：ヤンマー特機エンジン事業本部・厚生棟
ヤンマーサッカー OB 会 会報 ( 第 7 号 ) 発刊 (H26/10)
第 5 回ネルソン記念カップ開催 (H26/11)
尼崎市マスターズサッカー大会参加 (H26/11/18)
OB 会 ゴルフコンペ開催 (YSG)
於：花屋敷ゴルフ倶楽部 よかわコース
第 31 回 (H26/10/21)
第 32 回 (H27/４/28）

※第 32 回以降は 4 月・10 月とも第 4 火曜日に開催します。

懇親会 J リーグ観戦 (H26/11)

ヤンマーサッカー OB 会のホームページは
下記 URL で閲覧できます。
http://yanmar-ob.com/soccer-ob/

