
立正大学同窓会 埼玉県支部 発行 ３月号 　　　　令和４年（２０２２年）３月１日　ＮＯ．００６

会 報 さ い た ま
立正大学同窓会埼玉県支部

〒359-0021埼玉県所沢市東所沢1-34-8
Ｅ-mail ： yamashita2576@jcom.home.ne.jp

TEL/FAX ： ０４－２９４４－８８６１

　　　　　　ご　挨　拶　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                      支部長　　関根　啓喜　５４年卒　

埼玉県支部の会員の皆様におかれましては、ご健勝のてご活躍の事と

お慶びを申し上げます。令和２年よりコロナ禍が世界中に蔓延し、国内で

１００万人以上が感染している現状を踏まえ、感染防止の観点から同窓

会活動は休眠状態です。一日も早く収束されることを願う次第です。

皆様もコロナに感染しないように今しばらく我慢をお願い致します。

埼玉県の偉人、「渋沢栄一」が大河ドラマで放映されましたが二年後に

と栄養ドリンク（１２万円相当）を贈呈しました。当日、堀越監督・川田総務部長・山下埼玉県事務局長ご列席

は、一万円札にも登場します。この他、妻沼町出身の荻野吟子（日本初の女医）児玉町出身の塙保己一

（盲目の国文学者）など素晴らしい功績を残された方々が居ります。コロナが収束された折には、支部同

窓会でも偉人たちの足跡をたどる研修を行いたいと思います。

在学生の方々もコロナの状況下で、アルバイトもなく親の仕送りも大変な現在、休学・退学等の切実な問題

を抱えている学生に対し少しでも支援や協力が出来るのであれば、埼玉県支部は前向きに検討しますので、

皆様のご理解をお願いします。

結びに、これから日増しに暖かくなり梅の花・桜の花等の花季節を迎えますが会員の方々には健康に十分

注意をされて、今後の支部活動に引続きご尽力・ご協力お願いいたします。

ラグビー部にプロテインを贈呈　（２日後に一部再昇格）
昨年１２月９日に関東６支部（埼玉・東京・東京多摩・神奈川・千葉・群馬）のご協力でラグビー部にプロテイン

編集後記

のもと、標記の品を監督に手渡し、無事贈呈式を終了致しました。

これも偏に首都圏支部連絡会の日頃の連携の賜物と思って居ります。また、ご協力下さいました各支部長様

支部事務局長の皆様に深く感謝申し上げます。

「今回の件につきましては、埼玉県支部の発案にご賛同頂き有難うございました。」

令和３年度埼玉県支部総会は書面にてご承認
埼玉県支部総会は、令和２年度と同じく書面にてご承認となりましたことをご報告致します。

標記に件につきましては、コロナ禍での総会開催を支部長・事務局長また、幹事会で協議した結果、昨年と

同様書面にて議決承認となりましたことに、深く感謝申し上げます。

令和３年度定期総会・代議員会は中止と決定
標記の件は、コロナ禍のため中止とのなりました事をお知らせいたします。

令和３年度もあっという間に過ぎようとして居ります。支部会員の皆様におかれましては、日々大変ご苦労され

ておりますが、コロナとの戦いも時間が解決してくれるものと信じております。

結びに埼玉県同窓会員皆様がご健康で有ります様ご祈念申し上げます。
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順位 拓殖大 専修大 東洋大 立正大 国士大 東農大 勝 負 分 勝率
○　不戦勝 ○　４－１ ○　７－１ ○　３－２ ○　２－０
△　４－４ ○　３－２ ○　６－２ ○　７－３ △　２－２

●　不戦敗 ●　０－３ ○　５－０ ○　５－０ ○　４－０
△　４－４ ○　５－０ ●　１０－５ ○　４－２ ○　１－０
●　１－４ ○　３－０ ○　４－３ ○　不戦勝 ○　４－１
●　２－３ ●　０－５ △　２－２ △　２－２ ○　４－２
●　３－４ ●　０－５ ●　３－４ ○　不戦勝 ●　０－２
△　２－２ ○　１０－５ △　２－２ ●　３－４ △　１－１
●　不戦敗 ●　０－５ ●　不戦敗 ●　不戦敗 ○　８－２
△　２－２ ●　２－４ △　２－２ ○　４－３ △　１－１
●　０－２ ●　０－４ ●　１－４ ○　２－０ ●　２－８
△　２－２ ●　０－１ ●　２－４ △　１－１ △　１－１

順位 勝点 順位
1 41 7
2 40 8
3 39 9
4 32 10
5 30 11
6 29 12

1 11 21 31
2 12 22 32
3 13 23 33
4 14 24 34
5 15 25 35
6 16 26 36
7 17 27 37
8 18 28 38
9 19 29 39
10 20 30 40

41
国士舘大学 東京経済大学 明治学院大学 東京理科大學

（３１位立正大学タイム：１１時間２５分９秒）　（１位明治大学タイム１０時間３３分２２秒） 上智大学

駿河台大学 東京農業大学 麗澤大学 東京工業大學
専修大学 慶応義塾大学 桜美林大学 高崎経済大学

法政大学 立教大学 育英大学 帝京平成大学
中央学院大学 流通経済大学 関東学院大学 東京大学大学院

山梨学院大学 上武大学 武蔵野学院大学 東京大学
神奈川大学 城西大学 芝浦工業大学 一橋大学

中央大学 大東文化大学 亜細亜大学 平成国際大学
日本体育大学 筑波大学 日本薬科大学 湘南工科大学

第９８回東京箱根間往復大学駅伝予選会成績（２０２１年）
明治大学 拓殖大学 日本大学 立正大学

早稲田大学 立正大学 25
筑波大学 慶応義塾大学 24

明治大学 桐蔭横浜大学 27
法政大学 拓殖大学 26

流通経済大学 国士舘大学 29
駒沢大学 順天堂大学 28

2021年度１部サッカー部成績　（残念２部自動降格）
関東大学サッカーリーグ戦は、大混戦の中で終了しました。本学は最後の最後で拓殖大学に敗れた結果、来

季は２部からのスタートとなります。本年も沢山のご声援有難うございました。

名　称 名　称 勝点

0.300

6 東農大 1 6 3 0.250

4 国士大 2 6 2

0.600

4 立正大 2 6 2 0.300

3 東洋大 5 3 2

0.900

2 専修大 6 3 1 0.650

1 拓殖大 8 0 2

ＮＯ．８の強烈な突進力で相手をなぎ倒すプレイ素晴らしい！）

野球部東都２部リーグ戦秋季成績４位
本学は９シーズンぶりの２部で、成績は４位で終了、２勝の内１勝は不戦勝（対国士大１回戦）によるものです。

即１部復帰を目指す本学としては、入れ替え戦のない今シーズンはモチベーションの維持が難しいシーズン

となりました。来季のシーズンは、「１部復帰の年」に向けて頑張って頂きましょう！

東都２部リーグ成績表

　　　   　　　　　      　　　　　　立正大学同窓会 埼玉県支部   ３月号                               

    立　正　ス　ポ　ー　ツ　　
ラグビー部　関東リーグ入れ替え戦勝利　「８シーズンぶり一部昇格」

令和３年１２月１１日に熊谷ラグビー場で行われた専修大学（１部８

位）との関東大学リーグ戦１部２部入れ替え戦では、多数の応援の

中見事な勝利（５３対４７）でした。前回の入れ替え戦（中大）では、

悔しい敗戦でしたが、今回は「アッパレ」お見事でした。令和４年

の１部リーグ戦が楽しみです。　（写真は、エパラマ・ツイヴヴィノ
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