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2015年２月５日発行 第３号

早実陸友会が発足し、２年半が経ちました。今年度の早実陸上部は、齋藤雅英君（高２）

のインターハイ・国体準優勝など、嬉しいニュースがありました。ＯＢも新年早々、武田

凜太郎（2013年卒、早大２年）が２年連続で箱根路を走り、伊藤和麻（2007年卒）がニュ

ーイヤー駅伝に出場するなど、活躍の場を広げております。このような活動を中心に、ご

報告させて頂きます。

早実陸上部顧問として

陸上競技部顧問 北爪貴志（2007年卒）

髙部先生の後任として、早稲田実業学校陸上競技部の顧問を務めさせて頂いております

北爪貴志と申します。私もこの早実陸上競技部を平成19年に卒部させて頂きましたＯＢの

ひとりとなります。日頃は本クラブへのご支援とご声援誠にありがとうございます。

早実に着任してから３年目になりますが、担任業務と部活指導に追われる毎日です。改

めて、その多忙さを微塵も感じさせずに両立されていた髙部先生の偉大さを痛感する毎日

です。

私は着任１年目より選手に恵まれ、様々な活躍を目の前で観させて頂いてきました。初

めて指導した武田凛太朗は高校時代に10000mの東京都高校最高タイムを記録し、現在は早

稲田大学競走部長距離ブロックの一員として、２年連続箱根駅伝に出場するなど活躍して

おります。

また、現役部員では現高校２年の齋藤雅英が１年時に国体少年Ｂ3000mで優勝し、２年

となった今年度はインターハイ1500mで準優勝、国体少年共通800mで準優勝と素晴らしい

成績を残しております。

彼らに共通して言えることは『自ら考えて競技できる』という事です。これこそが、髙

部先生が大切にされてきた本クラブの自主性であると感じております。

現在部員は中等部・高等部、短距離・長距離全て合わせると80名近くに上ります。それ

ぞれの部員が、各々の目標を掲げ、自主性を持って、主体的に活動しております。今後も

本クラブが掲げる自主性を重んじた指導を継続し、少しでも多くの部員が充実した早実生

活を送れるよう努めてまいります。また、それに加えてＯＢ・ＯＧの方々に少しでも喜ん

でもらえるような結果も出せるように部員共々精進してまいります。

まだまだ、教員としても指導者としても未熟な身ではありますが、今後とも温かいご支

援とご声援を宜しくお願い申し上げます。

ＯＢ活動報告

★伊藤和麻（2007年卒）、ニューイヤー駅伝で快走！

冒頭に述べましたように、ＯＢの伊藤和麻氏が住友電工の実業団選手として活躍中で、

この１月、ニューイヤー駅伝（第59回全日本実業団対抗駅伝競走大会）に出場しました。

伊藤はエース区間の３区（13.6km）で区間９位（記録39分16秒）の健闘を見せ、チームの

総合成績は25位でした。

本人コメント

高校を卒業してから早８年が経ちました。今でも高校時代を昨日の様に思い出すことが
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出来ます。高校１年時は都駅伝で７位と関東駅伝へ出場することすら出来ませんでした。

それ以降は『自主性』を重んじる髙部先生指導の下、自分たちで全国の強豪校を参考に練

習メニューや補強を見直し、実施することで２年時は８年ぶり２回目の東京都駅伝優勝を

果たし、憧れであった師走の都大路を駆け抜けることが出来ました。翌年も都駅伝を制し、

２年連続で都大路へ駒を進めましたが、私は全国高校駅伝当日にノロウィルスに罹患し、

最終学年に都大路を走ることが出来ませんでした。この時は１区の湯浅が全国の猛者が集

う中で堂々９位の快走を見せ、東京都高校記録更新も視界に入っていただけに悔しいと思

う気持ちと、申し訳ないという気持ちでいっぱいでした。しかし、今では笑い話として良

い思い出となっています。

私は現在、住友電気工業にて実業団選手として現役を続けています。高校の３年間で髙

部先生の下で学んだ『自主性』は今でも競技を続ける上で重要な礎となっています。以後

も早実陸上部の生き残りとして、楽しみつつ競技を続けて行きたいと思います。早実陸上

部と共に、私のことも応援して頂けると幸いです。

そして最後に、12月の全国高校駅伝をテレビで観る度に母校の姿が無いことを寂しく思

います。白地に臙脂のＷが都大路を颯爽と駆け抜ける姿を観たいです。そのためには同期

の北爪先生には頑張ってもらわなければなりません。今年の年末は期待しています。

★武田凜太郎（2013年卒）、２年連続箱根出場！

新年の恒例行事、第91回箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）において、ＯＢの武

田凜太郎が早稲田大学の選手として７区（21.3km）に出走しました。記録は１時間４分９

秒（区間５位）で、チームは５位と、まずまずの成績でした。武田は今季怪我に苦しみま

したが、駅伝シーズンになんとか間に合い、昨年に続いての箱根出場となりました。

本人コメント

失礼します。早稲田大学競走部２年の武田凜太郎です。今回私のことを記事にしていた

だけると聞き、とても嬉しく思います。同時に沢山の方々に見られているということでも

あり、身の引き締まる思いであります。

先日行われました箱根駅伝、応援本当にありがとうございました。チームとしても個人

としても納得のいく結果を残せず悔しさと情けない気持ちでいっぱいです。昨年は長い故

障生活に苦しめられ、本気で陸上を辞めたいと考えた時期もありました。そんな時でも声

をかけてくれる仲間や恩師、両親やコーチのおかげで諦めずに頑張ることが出来ました。

この出会いが私にとっての財産です。

箱根駅伝が終わり、残りのロードレースやトラックシーズンに向けて良い練習が積めて

います。今年は怪我に細心の注意を払い、結果を貪欲に求めて日々精進していきたいと思

います。早稲田大学競走部の応援を宜しくお願い致します。

現役活動報告

【高等部】

★★★★東京都高校総体 男子1500東京都高校総体 男子1500東京都高校総体 男子1500東京都高校総体 男子1500mmmmでででで齋藤雅英齋藤雅英齋藤雅英齋藤雅英がががが優勝優勝優勝優勝。。。。計計計計３３３３名名名名がががが４４４４種目種目種目種目でででで関東進出関東進出関東進出関東進出！！！！

５月に行われた東京都高校総体において、男子1500mに出場した齋藤雅英（高２）がラ

スト勝負を制し3:58.92で優勝。男子800ｍにおいても1:54.53で５位に入賞し中距離２種

目での関東大会進出を決めた。また、女子では木村綾愛（高２）が女子800ｍに出場し2:1

3.13で３位、小西佑佳（高２）が女子走高跳に出場し1ｍ61で４位にそれぞれ入賞し計３

名が４種目で関東大会への出場を決めた。
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★★★★関東高校総体 齋藤雅英関東高校総体 齋藤雅英関東高校総体 齋藤雅英関東高校総体 齋藤雅英（（（（高高高高２２２２））））が1500が1500が1500が1500ｍｍｍｍででででＩＨＩＨＩＨＩＨ出場決定出場決定出場決定出場決定！！！！

６月に行われた関東高校総体において、都大会を優勝で勝ち抜いた齋藤雅英（高２）が

男子1500mで予選を１位通過し、決勝では3:58.68の記録で５位に入賞しＩＨ出場を決めた。

男子800mにも出場したが1:54.53で惜しくも予選落ちとなった。女子で出場した木村綾愛

（高２）は女子800mにおいて2:15.89で予選落ち、走高跳に出場した小西佑佳（高２）は1

ｍ55の16着と記録を伸ばすことが出来なかった。

★★★★全国高校総体 齋藤雅英全国高校総体 齋藤雅英全国高校総体 齋藤雅英全国高校総体 齋藤雅英（（（（高高高高２２２２））））がががが男子1500男子1500男子1500男子1500mmmmでででで準優勝準優勝準優勝準優勝！ＩＨ！ＩＨ！ＩＨ！ＩＨ早実史上最高順位早実史上最高順位早実史上最高順位早実史上最高順位！！！！

７月末から８月にかけて行われた全国高等学校陸上競技対校選手権大会1500mにおいて、

齋藤雅英（高２）が予選を3:51.35の全体トップで通過すると、翌日の決勝では3:51.84で

見事、準優勝の成績を収めた。ラストに猛烈な追い上げを見せたものの１位には僅かに届

かなかった。髙部先生曰く、準優勝はＩＨでの早実史上最高順位なのではないかとの事。

★★★★東京都選抜陸上兼東京都選抜陸上兼東京都選抜陸上兼東京都選抜陸上兼１１１１年生大会 男子年生大会 男子年生大会 男子年生大会 男子マイルリレーチームがマイルリレーチームがマイルリレーチームがマイルリレーチームが入賞入賞入賞入賞！！！！

７月に行われた都選抜大会には、多くの選手が出場した。その中でもマイルリレー男子

チーム（萩原③-菅原②-荻原③-齋藤②）は決勝まで駒を進め、3:25.04で見事５位入賞を

果たした。他には齋藤雅英が5000mで優勝、木村綾愛が800m、1500mの２種目で入賞するな

ど実力を見せた。また１年生大会においては男子3000mに出場した宍倉健浩（高１）が8:5

7.40で３位に入賞し頭角を現してきた。今後の活躍に期待したい。

★★★★東京都高校新人 木村綾愛東京都高校新人 木村綾愛東京都高校新人 木村綾愛東京都高校新人 木村綾愛がががが２２２２種目入賞種目入賞種目入賞種目入賞！！！！１１１１年菅田万祐子年菅田万祐子年菅田万祐子年菅田万祐子が400が400が400が400mHmHmHmHでででで入賞入賞入賞入賞

９月に行われた都新人大会において木村綾愛（高２）が800mと1500mで共に準優勝を飾

り２種目で関東新人大会出場を決めた。なお、山本渚（高２）も800mで７位に入賞するが

関東大会には出場できず悔しい結果となった。また、400mHで菅田万祐子（高１）が1:07.

54で５位に入賞した。今後が期待される。

★★★★関東新人陸上 木村関東新人陸上 木村関東新人陸上 木村関東新人陸上 木村は1500は1500は1500は1500mmmmでででで決勝進出決勝進出決勝進出決勝進出！800！800！800！800mmmmはははは惜惜惜惜しくもしくもしくもしくも予選落予選落予選落予選落ちちちち。。。。

10月に茨城で行われた関東新人に木村綾愛（高２）が800mと1500mの２種目で出場した。

1500mは4:44.08で決勝に進出するも、決勝では4:42.85で11位と記録を伸ばせなかった。

また、800mは2:18.51と予選落ち。来年度のトラックシーズンでのリベンジに期待したい。

★★★★国民体育大会 齋藤雅英国民体育大会 齋藤雅英国民体育大会 齋藤雅英国民体育大会 齋藤雅英（（（（高高高高２２２２））））がががが２２２２種目出場種目出場種目出場種目出場。800。800。800。800mmmmではではではでは自己新大幅更新自己新大幅更新自己新大幅更新自己新大幅更新でででで準優勝準優勝準優勝準優勝！！！！

10月に長崎で行われた国体に齋藤雅英（高２）が昨年に引き続き東京選手団の一員とし

て参加。今年は少年男子共通800mと少年男子Ａ5000mに登録され、800mでは予選で1:52.39

の自己ベストをマークし組トップで通過をすると、準決勝でも1:52.77と安定し組トップ

で決勝へ。翌日の決勝では1:50.95大幅自己ベスト更新で準優勝！昨年に引き続き国体の

表彰台に登った。なお、800m決勝の翌日に行われた少年男子Ａ5000mにも出場したが14:29.

39とさすがに疲れの色が見え19位に沈んだ。

★★★★東京都高校駅伝 男子東京都高校駅伝 男子東京都高校駅伝 男子東京都高校駅伝 男子はははは５５５５位位位位でででで関東関東関東関東へへへへ、、、、女子女子女子女子はははは惜惜惜惜しくもしくもしくもしくも３３３３年連続年連続年連続年連続のののの関東大会進出関東大会進出関東大会進出関東大会進出ならずならずならずならず。。。。

11月３日に行われた東京都高校駅伝。多くのＯＢ／ＯＧ・応援委員会・保護者・在校生

が応援にかけつけて下さった。関東駅伝を目指した女子であったが、６位とは少し差を開

けられ８位。３年連続の関東大会出場とはならなかった。また、都大路を目指した男子も

１区エース齋藤の出遅れを挽回出来ずに悔しくも５位。しかしながら、１区での流れを断

ち切り立て直した後半区間の選手たちは大いに評価できる。１、２年主体のメンバーであ
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ったので来年のリベンジに期待したい。

男子 12:30スタート 42.195km 2時間12分38秒 第5位 ※関東高校駅伝出場権獲得

１区10k 2区3k ３区8.107km ４区8.087km ５区3k ６区5k ７区5k

選手 齋藤(2年) 近藤(2年) 宍倉(1年) 三上(2年) 藤田(2年) 須藤(3年) 黒田(1年)

ﾀｲﾑ（区間順位） 31'58(10) 9'22(14) 25'16(3) 25'08(5) 9'01(3) 16'02(9) 15'51(6)

女子 10:00スタート 21.0975km 1時間16分52秒 第8位

１区6k 2区4.097km ３区3k ４区3k ５区5k

選手 和田(3年) 山本(2年) 木村(2年) 齊藤(1年) 阪(1年)

タイム（区間順位） 21'42(8) 14'15(6) 10'28(5) 11'46(11) 18'41(9)

★★★★関東高校駅伝 都駅伝関東高校駅伝 都駅伝関東高校駅伝 都駅伝関東高校駅伝 都駅伝のタイムをのタイムをのタイムをのタイムを上回上回上回上回り16り16り16り16位位位位でゴールでゴールでゴールでゴール。。。。高高高高１１１１のののの宍倉宍倉宍倉宍倉がががが好走好走好走好走！！！！

今大会は記念大会で南関東代表枠が１つ設けられていた。戦力を客観的に見れば厳しい

のは明らかであったが、その中でも全国トップクラスの学校と懸命に競い合っていた。男

子は１区の齋藤(高３)がまずまずのスタートを切り、３区の宍倉(高１)が好走。都大会の

タイムを上回り16位でゴールした。

男子 12:00スタート 42.195km 2時間10分14秒 第16位

１区10k 2区3k ３区8.107km ４区8.087km ５区3k ６区5k ７区5k

選手 齋藤(2年) 村山(2年) 宍倉(1年) 三上(2年) 近藤(2年) 黒田(1年) 須藤(3年)

ﾀｲﾑ(区間順位) 30'13(7) 9'13(33) 24'45(5) 25'51(21) 9'06(19) 15'24(14) 15'42(25)

（北爪貴志）

【中等部】

★★★★吉野理玖吉野理玖吉野理玖吉野理玖（（（（中中中中３３３３））））総体総体総体総体・・・・通信通信通信通信でででで入賞入賞入賞入賞！！！！惜惜惜惜しくもしくもしくもしくも関東関東関東関東はははは選出選出選出選出されずされずされずされず。。。。

中学３年の吉野理玖が、７月に江戸川で行われた東京都総合体育大会陸上競技大会にお

いて、800mで３位に入賞(2分03秒19)。同じく７月に上柚木で行われた全日本通信陸上東

京都大会において４位に入賞(2分02秒80)しました。関東大会も期待されたのですが、残

念ながら選考で漏れてしまいました。なお、吉野は総体において1500mでも６位に入賞し

ました。高校での活躍を期待しています。

★★★★赤星拓実赤星拓実赤星拓実赤星拓実（（（（中中中中２２２２））））支部対抗支部対抗支部対抗支部対抗でででで３３３３位入賞位入賞位入賞位入賞！！！！

昨年度ジュニアオリンピックに出場した中２の赤星拓実は、前期はやや不調でしたが、

後期になって復調し、10月に駒沢で行われた東京都中学校支部対抗陸上競技大会において

２年1500mで３位に入賞(4分17秒70)しました。

★★★★男子駅伝男子駅伝男子駅伝男子駅伝チームチームチームチーム、、、、東京都東京都東京都東京都でででで７７７７位入賞位入賞位入賞位入賞！！！！

11月に調布・武蔵野の森公園で行われた東京都中学校駅伝競走大会において、男子チー

ムが７位に入賞(1時間00分45秒)しました。今年は陸上部だけでも十分な戦力があったの

ですが、吉野の声がけものと関東大会を目指し、サッカー部・野球部などから有力選手を

集め、夏休み明けから切磋琢磨して力を伸ばしました。惜しくも15秒差で関東大会(４位

まで)には届きませんでしたが、持てる力を出し切った良いレースができました。

男子

1区3.28km 2区3.04km 3区3.04km 4区3.04km 5区3.04km 6区3.04km 総合

吉野(3) 小林純(3) 岩下(3) 井上(2) 高岡(3) 赤星(2) ７位/148

10'14(7) 10'10(25) 10'19(15) 10'11(10) 10'17(11) ９'36(3) 1:00'45

(鈴木雅隆)
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役員会役員会役員会役員会よりおよりおよりおよりお知知知知らせらせらせらせ

★７★７★７★７月月月月４４４４日(土)日(土)日(土)日(土)、、、、第第第第２２２２回総会回総会回総会回総会をををを開催開催開催開催しますしますしますします！！！！！！！！

早実陸友会は、３年に一度総会を開き、活動報告、会計報告、役員選出等

を行うと同時に、懐かしい仲間との旧交を温め、ＯＢ間の交流を深める機会

としたいと思っています。今年は、７月４日(土)、18時より、高田馬場・早

稲田周辺での開催を予定しております（会費5000円程度)。髙部先生にもご出

席頂き、楽しい会にしていきたいと思います。

場所の確保のために、同封のハガキにて出欠席のご予定をお知らせ下さい。

あわせて、近況をご連絡頂ければ、紙面にてご紹介させて頂きます。

★昨年度お寄せいただいたメッセージ

★★★★会費納入会費納入会費納入会費納入のおのおのおのお願願願願いいいい

社会人社会人社会人社会人のののの方方方方からからからから会費(年3000円)会費(年3000円)会費(年3000円)会費(年3000円)をををを徴収徴収徴収徴収させてさせてさせてさせて頂頂頂頂きききき、、、、会員相互会員相互会員相互会員相互のののの親睦親睦親睦親睦やややや現役生現役生現役生現役生のののの活活活活

動援助動援助動援助動援助にあてていますにあてていますにあてていますにあてています。2014。2014。2014。2014年度年度年度年度のののの会費会費会費会費をををを、、、、３３３３月25日月25日月25日月25日までにまでにまでにまでに、、、、同封同封同封同封のののの払込用紙払込用紙払込用紙払込用紙にてにてにてにて

コンビニでコンビニでコンビニでコンビニで払込払込払込払込みみみみ頂頂頂頂きますようおきますようおきますようおきますようお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。コンビニでレジにコンビニでレジにコンビニでレジにコンビニでレジに出出出出すだけですだけですだけですだけで大大大大

丈夫丈夫丈夫丈夫ですですですです。。。。

なお、用紙の期限が過ぎてしまった方は、東京三菱ＵＦＪ銀行国分寺支店 普通口座０１１３５１１

（早実陸友会）まで、直接お振り込み頂いても結構です。その際にはお手数ですが、「1985キムラノリ

ヒサ」というように、お名前の前に卒業年を入れて頂けると助かります。

ＷＡＣ（大学ＯＢ会）常務理事をやっている関係

で、生徒達の練習場（織田フィールド？）での「かた

づけ」等の態度が良くないという情報が複数寄せら

れています。ご注意を… 早慶陸上等の試合には

積極的に参加させては如何でしょうか。

（吉羽祐輔 1966年卒）

ガンバってますね。

（竹下眞一 1967年卒）

４人の子供を育て、８年間父の介護（認知症）後

始めた事

○スポーツ→カラテ初段、水泳：横浜市マスターズ

で自由型・バタフライ６位、スキー：１級（５年前）

○音楽→尺八、琴、サックス、ピアノ等

人生楽しくやってます。

（藤島功司 1969年卒）

お疲れ様です。毎回楽しく見させて戴いてます。

またネット等でも後輩達の活躍を楽しみに見てま

す。長距離班は良い流れが来ているようですね。

今年こそケガ等少なく万全の状態で春から頑張っ

て下さい。短距離班もいろいろな種目にチャレンジ

総合的な早実の強さを見せて欲しいです。私は今

年も石垣島に仕事でいますが、時間が合えば大会

を見に行きたいです。みなさんも体に気をつけて下

さい。（トレーニングがてら遊びに来て下さい。）

（金沢永三 1974年卒）

ご無沙汰しております。後輩の皆様のご活躍をい

つも応援しています。宜しくお願いいたします。

（飯塚重継 1971年卒）

前田くん私学優勝、齋藤くん国体優勝、赤星くん

ジュニオリ出場おめでとうございます！自分もジュニ

アオリンピックに出場しましたが、アップ中に他の選

手と接触、手をついた際に手首を骨折し、泣く泣く出

場せず棄権、DNSとなったことを思い出しました。今

では良い思い出です（笑） 好成績を残すこともい

いですが、仲間と共に走り、跳び、投げる楽しさを忘

れずに、活動することを願っています。

（田中秀明 2005年卒）

これからも早実陸友会通信を楽しみにしておりま

す。早実生の活躍と共にＯＢ会のご活躍を祈ってお

ります。

（間野直子 2007年卒）

会報を通じて久しぶりに早実陸上部の空気に触

れさせて頂きました。ありがとうございます。高等

部、中等部共にご活躍なさっているようで、私自身

胸が高鳴り、とても嬉しく感じました！ 私は４月か

ら鳥取大学医学部に入学していますが、心はいつ

までも早稲田の人間です！ ずっと応援していま

す！

（妻木裕太郎 2009年卒）
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★転居先不明者の確認

下のリストをご覧頂き、転居先をご存じの方がいらっしゃいましたら、ご本人に許可を

取った上で事務局にお知らせ頂くか、ご本人に事務局の連絡先を教え、連絡頂くようお伝

え頂ければ幸いです。事務局のメールアドレスはsuzumasa@wasedajg.ed.jpです。

★2013年度会計報告

2013年度の決算は下記のようになりました。貯金の中から来年度の運転資金を残し、一

部を陸上部への経常的な寄付にあて、一部をインターハイや全国駅伝など臨時の寄付にあ

てるための積み立てとしたいと思います。今年度はやや抑えめに、５万円を陸上部に寄付

することに致しました。

なお、コンビニ振込は手数料がかかるため、収入は一人あたり約2500円となります。

早実陸友会2013年度会計

早実陸友会通信 第３号 2015.2.5

発行／早実陸友会事務局

北爪貴志

鈴木雅隆(陸上競技部副顧問)

早実陸友会事務局

suzumasa@wasedajg.ed.jp

※本誌掲載事項の無断転載を禁じます

連絡先不明者（敬称略、数字は卒業年）

新井正司1966 岩田実1966 小野哲男1966 坂本椎二1966 鈴木義雄1966 猪瀬進士1967

宇高司1967 中井博敏1968 山崎康五郎1968 山田英樹1968 葛西行夫1969 筒井1969

井上訓一1970 中村龍一1971 蓮見弘人1971 堀部明夫1972 西川毅1973 井筒博史1974

常住治秀1974 山平学1974 加藤文明1975 高橋功朗1975 二木伸介1975 三塚一彦1975

青木正1977 田中弘道1977 河原田直城1980 田鍋文雄1980 徳武政憲1980 畑秀夫1980

森一宏1980 川上達雄1981 出縄進1981 石川徹1983 伊藤隆充1983 久笠努1983

小門義史1983 竹内大樹1983 戸張義久1983 倉持純一郎1984 小西義孝1984 峠武志1984

福田高志1985 芝宮利明1986 堀裕一1986 久保川潤1987 和田英明1987 辻篤人1990

北浦寛悟1991 柳屋大介1991 市村貴史1992 大津彰良1995 山本信哉1995 伴野広樹1996

和田智樹1996 渡部健1996 町野聡1997 松尾友貴1997 松尾征宏1997 尾崎幸夫1998

鶴見悠輔1998 堀井豪人1998 岩岡伸明2000 橋本剛2001 宇田川晃2002 柏崎健2002

土岐一平2002 溝内俊輔2002 中田匡人2003 石澤卓也2004 山本祥雅2004 吉川然無2004

片桐正隆2005 徳川佑介2006 富士菜々美2010

収入

前年度繰越金 179814

OB会費(コンビニ振込にて44名分) 116424

OB会費(銀行振込にて3名分) 9000

利息(2012.08-2014.08) 77

計 305315

支出

3月5日 会議費 5400

5月22日 会議費 7510

1月15日 返信用ハガキ 1879

1月29日 封筒代 1497

2月1日 両面テープ 2342

2月3日 会誌印刷代 16485

2月3日 お手伝い学生謝礼 8820

2月18日 会誌発送代 23511

3月4日 振り込み手数料 105

7月13日 会議費 6780

11月3日 資料コピー代 80

陸上部へ寄付 50000

計 124409

預金 180906


