
パンツの贈呈を受けられる会員の皆様へ             

令和４年９月吉日 

                        西日本ＯＢサッカー連盟 

                        会  長  松崎 隆美 

 

パンツの贈呈おめでとうございます。 

 

来年のパンツの贈呈は、会員の皆様方が連盟とともに歩まれ、「親睦第一」

「勝敗第二」をモットーとして活躍を積み重ねられた結果であります。 

また次のステップへの励みでもあります。 

 連名のあと一つのモットーである、「生涯現役」へつながる一歩でもあり 

ます。 

 

今年も昨年に続き、新型コロナウィルスの感染拡大のため西日本 OB サッ

カー連盟としましても高齢者の安全を最優先し、各種活動を自粛、または 

中止をしていたところであります。 

 

政府の発表によりますと、コロナの感染状況はいまだに日々厳しいものが 

あります。 

感染をされた高齢者の死亡状況も、控えめながらも発表されています。 

私たちと同世代の方々です。 

この様なコロナ禍のもと、連盟の今後の活動についても、感染状況を勘案 

しながら、何とか進めていきたいと考えています。 

  

  連盟ロイヤルの行事として 

１）連盟ロイヤル金沢大会   （今年度開催済み） 

２）福井ロイヤルエイジ大会  （今年度中止） 

３）O-75、O-80、ロイヤル堺大会 （１１月の開催に向け準備中）  

会場は堺市立ナショナルトレーニングセンター 

  年齢に達した方は天然芝のピッチで楽しんでいただけたらと思って 

います。 

 

皆様方が新しいパンツを着用され、以前のように、何の憂いもなく 

サッカーを楽しめる日が 一日も早く訪れることを願って 

お祝いの言葉と致します。 

以上 



  2022.9.吉日 　

氏　　名 生年月日 所属チーム 氏　　名 生年月日 所属チーム
小林　正一 1934.01.01 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井 津崎　雍一 1943.11.16 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
渡部　　昇 1932.03.02 えひめ四十雀 河崎　大海 1943.09.15 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
川崎　　隆 1933.07.25 えひめ四十雀 大谷　義博 1943.10.25 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
有田　　正 1934.03.28 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ 石原　輝捷 1943.12.27 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
竹村　昭一 1934.01.19 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ 黒木　紘幸 1943.12.07 ランザ熊本シニア
阿部　　滋 1933.09.22 九州元老 宮下　國武 1943.05.26 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC

井ノ上章夫 1941.01.29 鹿児島元老FC
鈴木　利彦 1938.06.07 名古屋５００クロウズ 安樂　久敏 1943.05.18 鹿児島元老FC
安田隆太郎 1938.11.30 名古屋５００クロウズ 松田　昭廣 1944.01.23 鹿児島元老FC
大西　　修 1938.12.05 名古屋５００クロウズ 藤島　　肇 1944.03.04 鹿児島元老FC
志治　達雄 1938.10.20 豊田シニアＦＣ 郡山　　理 1943.04.08 九州元老
川泉　陽一 1938.10.21 岐阜サッカーOB会
宇根　茂雄 1938.11.21 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 石原　孝一 1953.07.12 浜松怪童クラブ
吉森　茂雄 1938.10.09 伊賀ＦＣ シニア 村木　一夫 1953.11.21 浜松怪童クラブ
福田　　孜 1938.06.21 あしがるサッカー富山 増井　俊光 1953.12.12 浜松怪童クラブ
黒瀬　正城 1939.01.26 あしがるサッカー富山 鈴木　博司 1950.12.05 名古屋５００クロウズ
皆木　滋男 1938.06.13 滋賀サッカークラブ 岡　　和男 1952.05.05 名古屋５００クロウズ
久保田建夫 1938.08.23 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 金光秀登世 1953.04.27 名古屋５００クロウズ
浅井　敬造 1939.01.04 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 葛山　　幹 1953.09.03 名古屋５００クロウズ
一北　四郎 1938.08.05 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 久野　　清 1953.05.17 名古屋５００クロウズ
寺田　寛 1939.01.29 徳島OBサッカークラブ 村山　勝重 1953.09.16 名古屋５００クロウズ

越智　誠也 1938.12.07 えひめ四十雀 福井　一行 1953.09.26 名古屋５００クロウズ
馬場　岩俊 1938.04.05 島原オールドボーイ 公文　昌人 1953.11.17 名古屋５００クロウズ
鳥山　　毅 1938.09.05 島原オールドボーイ 西原　英列 1953.11.20 名古屋５００クロウズ
藤野　健一 1938.12.04 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ 川瀬　三雄 1954.01.28 名古屋５００クロウズ
小田　卓生 1938.11.25 ＦＣ延岡 渡辺　輝久 1953.07.23 豊田シニアＦＣ
沖野　淳二 1938.12.05 鹿児島元老FC 神谷　康治 1953.08.03 刈谷アゴーズ
西村　兼美 1939.02.02 鹿児島元老FC 山川　道広 1953.09.25 刈谷アゴーズ
  金パンツ贈呈者　 (1943.4.2～1944.4.1生) 小林　秀孝 1953.07.05 岐阜サッカーOB会
鈴木南海雄 1943.08.14 浜松怪童クラブ 若尾　敏之 1953.07.27 岐阜サッカーOB会
花木　義麿 1943.08.14 名古屋５００クロウズ 倉橋　昭義 1953.09.03 岐阜サッカーOB会
鳥居　康之 1944.02.15 名古屋５００クロウズ 粂野　　卓 1954.02.11 岐阜サッカーOB会
識名　盛順 1944.02.15 名古屋５００クロウズ 松波　宏冶 1954.02.20 岐阜サッカーOB会
井野正一郎 1943.12.12 豊田シニアＦＣ 田頭　秀明 1953.10.22 各務原フェニックス
村木　義秋 1943.07.28 岐阜サッカーOB会 柴田　　毅 1954.01.26 各務原フェニックス
古田　正俊 1943.12.15 岐阜サッカーOB会 戸崎　政孝 1954.02.21 各務原フェニックス
水島　一史 1944.01.22 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井 竹市　隆康 1954.03.02 各務原フェニックス
地蔵　芳徳 1944.02.03 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井 内田　　実 1954.01.15 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
中山　養一 1943.11.26 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 松崎　　保 1954.03.05 四日市ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ
牛場　守正 1943.12.27 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 二井　清和 1953.04.20 伊賀ＦＣ シニア
下岡　正弘 1944.01.13 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 旭　　善宏 1953.06.15 伊賀ＦＣ シニア
由良　修二 1943.07.10 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 仲川　稔夫 1953.09.23 伊賀ＦＣ シニア
中村　隆元 1943.09.23 櫻ミッション 福嶋　弘之 1954.02.13 伊賀ＦＣ シニア
土野　邦雄 1943.09.23 えひめ四十雀 藤田　利正 1953.08.18 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
大野祐治郎 1943.10.10 えひめ四十雀 箕輪　篤男 1953.09.19 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
中島　敏彦 1943.07.18 高知昭和OB会 二タ村朝比古 1954.01.08 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ
岩崎　奎介 1943.11.19 高知昭和OB会 遠藤　祐司 1954.03.16 信州惑々ｻｯｶｰｸﾗﾌﾞ

　　　ＮＯ．２

令和５年度　連盟パンツ贈呈者一覧表
  寿パンツ贈呈者　 (1933.4.2～1934.4.1生)　　   金パンツ贈呈者　 (1943.4.2～1944.4.1生)

  銀パンツ贈呈者　 (1953.4.2～1954.4.1生)

  紫パンツ贈呈者　 (1938.4.2～1939.4.1生)



　氏　　名 生年月日 所属チーム 氏　　名 生年月日 所属チーム
安部　哲美 1952.08.13 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井 福川元多賀 1951.11.19 高知昭和OB会
永井　和廣 1953.08.07 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井 山下　啓一 1953.10.30 高知昭和OB会
齋藤　直樹 1953.09.25 ｺﾞｰﾙﾄﾞﾌｪﾆｯｸｽ福井 岡崎日出喜 1953.12.28 高知昭和OB会
吉本　和男 1952.12.21 金沢フェニックスクラブ 蔵本　　巧 1953.02.07 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
上田　光雄 1953.08.15 金沢フェニックスクラブ 上野　尚文 1953.05.25 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
福田　典康 1953.10.08 金沢フェニックスクラブ 河野喜美夫 1953.08.23 大分ＯＢｻﾂｶｰｸﾗﾌﾞ
細川　清己 1953.12.09 金沢フェニックスクラブ 坂田　健児 1953.10.23 長崎紫陽花倶楽部
五座　孝一 1954.03.09 金沢フェニックスクラブ 八幡　　徹 1953.12.21 長崎紫陽花倶楽部
辰尾　　晃 1954.03.17 あしがるサッカー富山 塩田　貞祐 1953.04.02 島原オールドボーイ
吉長　明彦 1953.11.12 滋賀サッカークラブ 松本　　純 1953.04.26 島原オールドボーイ
中田　　保 1953.04.03 滋賀サッカークラブ 上村　秀勝 1953.04.10 熊本ｵｰﾙﾄﾞｷｯｶｰｽﾞ
山田　益弘 1954.04.01 滋賀サッカークラブ 池田　義弘 1954.02.22 ランザ熊本シニア
亀田　忠幸 1953.05.07 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 芥川　清二 1953.05.10 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞFC
馬場美喜男 1953.05.12 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 本郷　誠二 1953.06.14 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞFC
加藤　　明 1953.07.29 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 京極　一明 1953.11.01 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞFC
久世　幸弘 1953.11.26 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 今田　周作 1953.12.07 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞFC
光村　弘治 1953.12.13 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 小野　博隆 1954.02.28 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞFC
平岡　　昇 1954.01.01 京都暁ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 重元　弘二 1954.03.26 熊本南ｵｰﾙｽﾀｰｽﾞFC
由井　正剛 1953.12.17 奈良ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 吉本　信昭 1953.07.12 城まちFC
斎藤　義和 1953.10.20 交野ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 小池　光貴 1954.01.21 ＦＣ延岡
中地　弘和 1953.04.30 新宮MTK 西　純俊 1953.04.24 都城ヤングマン
大崎　満雄 1953.10.21 新宮MTK 飯干　和洋 1953.05.06 都城ヤングマン
藤木　正行 1953.08.07 ニコルスFC 相馬　建雄 1953.06.21 都城ヤングマン
武田　　卓 1953.05.10 神戸ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 甲斐　輝幸 1953.11.28 都城ヤングマン
近藤　博明 1953.06.13 関西白線クラブ 森山　和之 1953.12.06 都城ヤングマン
高原　　篤 1953.06.21 櫻ミッション 坂下　義文 1953.10.23 宮崎ﾄﾞﾘｰﾑﾌｯﾄﾎﾞｰﾙC
周本　済一 1953.06.21 堺けまり団 福元　悦人 1949.12.16 鹿児島元老FC
白石　正博 1953.07.04 堺けまり団 貴島　　修 1951.03.05 鹿児島元老FC
出口　博章 1953.11.15 堺けまり団 永栄　忠秋 1952.10.20 鹿児島元老FC
林　　充夫 1953.04.03 和歌山毬游俱楽部 藤田　義博 1953.04.02 鹿児島元老FC
八木　　実 1953.05.01 和歌山毬游俱楽部 吉村　　学 1953.04.16 鹿児島元老FC
川村　優司 1953.08.22 和歌山毬游俱楽部 畠中　　務 1953.06.02 鹿児島元老FC
落合　俊二 1953.10.23 奈良蹴翁 福崎　茂忠 1953.06.24 桜島FC
船先　正美 1954.01.08 奈良蹴翁 福永　政巳 1953.12.21 桜島FC
塚本　賢士 1954.01.21 奈良蹴翁 松下　一志 1953.12.22 桜島FC
佐部　孝夫 1954.02.22 奈良蹴翁 宮崎　美弘 1954.02.07 桜島FC
福田　幸夫 1954.03.07 奈良蹴翁 菊水　秋文 1954.02.11 桜島FC
田川　雅一 1953.05.06 北河内ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 八木　静男 1954.03.14 桜島FC
三木　　猛 1953.07.04 北河内ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 一丁田幹男 1953.04.27 薩摩シニア
村川　昌也 1953.12.14 北河内ﾌｯﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ 下境田公三 1953.07.23 薩摩シニア
小薮　正人 1953.08.07 八尾シニアFC 下敷領達郎 1953.12.12 薩摩シニア
伊藤　　顕 1954.02.08 西日本元老 黒田　政弘 1953.07.29 九州元老
村岡　英治 1954.01.09 徳島OBサッカークラブ 田島　静雄 1953.09.02 九州元老
木村　尚人 1953.12.29 えひめ四十雀 砥上　晴仁 1953.11.20 九州元老

有働　克彦 1954.03.04 九州元老

  　　注；　関西地域、は令和３年度の名簿にて作成しています。

  銀パンツ贈呈者　 (1953.4.2～1954.4.1生)   銀パンツ贈呈者　 (1953.4.2～1954.4.1生)
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