
日 曜 時間 PR SR R V A B
03/01 水 0900-1300 全クラス 会費制練習会　モリコロ モリコロパーク・多目的球技場
03/04 土 終日大会 A B 西日本OB連盟・中部・三重大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
03/05 日 終日大会 SR R V 西日本OB連盟・中部・三重大会 三重交通Gスポーツの杜鈴鹿
03/06 月 0900-1200 PR SR 各務原練習会(75歳以上) 各務原総合運動公園サッカー場
03/09 木 0900-1200 PR SR R V 五ケ丘交流会 五ケ丘運動広場・グラウンド
03/11 土 終日大会 SR R V 家康公記念杯第20回スーパーシニア 静岡県内　R+SR バス移動
03/12 日 終日大会 SR R V 家康公記念杯第20回スーパーシニア 静岡県内　R+SR バス移動
03/12 日 終日大会 A 愛知県O-50選手権(5/5) テラスポ鶴舞・ウェストG
03/15 水 0900-1300 全クラス 会費制練習会　モリコロ モリコロパーク・多目的球技場
03/16 木 終日大会 PR SR 東海中部シニアフェス・愛知大会 五ケ丘運動広場・グラウンド
03/19 日 0900-1200 全クラス 練習会　藤田医大 藤田医科大学グランド
03/19 日 中止 V 交流試合　飛騨シニアFC招待 藤田医科大学グランド
03/19 日 1815- V 県O-60リーグ　vs.フォルツァ知多 豊田運動公園球技場
03/20 月 0900-1200 PR SR 各務原練習会(75歳以上) 各務原総合運動公園サッカー場
03/26 日 0900-1200 全クラス 練習会　藤田医大 藤田医科大学グランド
03/26 日 1620- A 県O－50リーグ　VS.ゴールクラブ 松屋地所フレッチフィールド
03/30 木 0900-1300 全クラス 会費制練習会　モリコロ モリコロパーク・多目的球技場
04/06 木 0900-1200 PR SR R 東海シニア交流会 五ケ丘運動広場・グラウンド
04/07 金 終日大会 PR SR R 西日本OB連盟・中部・岐阜大会 岐阜市島西運動場
04/08 土 終日大会 V 西日本OB連盟・中部・岐阜大会 岐阜市島西運動場
04/09 日 終日大会 A B 西日本OB連盟・中部・岐阜大会 岐阜市島西運動場
04/10 月 0900-1200 PR SR 各務原練習会(75歳以上) 各務原総合運動公園サッカー場
04/15 土 1105- V 県O-60リーグ　vs.サンデー 瀬戸市民公園陸上競技場
04/16 日 0900-1200 全クラス 練習会　藤田医大 藤田医科大学グランド
04/17 月 0900-1200 PR SR 各務原練習会(75歳以上) 各務原総合運動公園サッカー場
04/20 木 0900-1200 PR SR R 東海シニア交流会 五ケ丘運動広場・グラウンド
04/22 土 PRが東海で参加 PR SR R 西日本OB連盟・全域・宮崎大会 都城市高城運動公園多目的広場
04/23 日 PRが東海で参加 PR SR R 西日本OB連盟・全域・宮崎大会 都城市高城運動公園多目的広場
04/22 土 豊田SFCに合流 V 西日本OB連盟・全域・宮崎大会 東諸県郡綾町錦原サッカー場他
04/23 日 豊田SFCに合流 V 西日本OB連盟・全域・宮崎大会 東諸県郡綾町錦原サッカー場他
04/29 土 1830- A 県Oｰ50リーグ　vs.GOD PROJECT 豊橋スポーツかもめ人工芝
04/30 日 1715- V 県O-60リーグ　vs.豊田シニア 朝宮公園陸上競技場
05/07 日 1905- V 県O-60リーグ　vs.西尾張シニア 豊田運動公園球技場
05/13 土 終日大会 PR SR R V 静岡県シニアサッカーフェス 小笠山総合運動公園
05/14 日 終日大会 PR SR R V 静岡県シニアサッカーフェス 小笠山総合運動公園
05/23 火 1230-1630 PR 名500C 50周年記念 PR招待大会 テラスポ鶴舞・イーストG
05/28 日 1825- V 県O-60リーグ　vs.ナゴヤカルチョ 犬山市羽黒中央公園
05/30 火 終日大会 SR R 第24回ロイヤル交流会in石川 金沢市サッカー場
05/31 水 終日大会 SR R 第24回ロイヤル交流会in石川 金沢市サッカー場

日時 対象クラス
行事名称 会場



91 小松嘉久 三役・監査役
寿 会長 横川勝二
89 事務局代表 細江正幸
88 大久保清 会計局代表 竹田昌次
87 高尾悦夫 監査 土川三郎
86 河合弘治 真下精一
紫 鈴木利彦 安田隆太郎 大西修 事務局支援メンバー
84 伊神寛(ﾕﾀｶ)小林隆 村田知雄
83 丹羽良之 柴田正康 佐藤茂 山岡肇 城雅隆 萩野哲
82 森洋造 廣瀬　明人 長谷川幸司
81 松本建夫 花木義麿 岩川知夫 朴在勲
金 鳥居康之 識名盛順 羽田恒太
79 松原功 井原正義 望月比呂史 香西洋昭 葛山幹
78 森永正圀 加藤和長 西日本OBサッカー連盟
77 桑畑二郎 成瀬和彦 土川三郎 羽田恒太
76 高松浩一 横川勝二
75 羽田恒太 大石光夫 青木義晶 奥村光朝 中部地域・幹事クラブ 名古屋500
74 横川勝二 中部地域・幹事事務局 村山勝重
73 富樫世維子 萩野哲 越山彰 鈴木博司
72 大塚龍男
71 八尋康雄 岡和男 松下正治 植野均 榊原信行 伊藤公二 松崎清記 宮地義彦
銀 金光秀登世 久野清 葛山幹 村山勝重 福井一行 公文昌人 西原英列 川瀬三雄
69 西牟田明夫 竹田昌次
68 恒川信弘 市川敏志 加藤正雄 市川=23.01.01入会

67
66 蟹江光好
65 石濱晴康 山村日出夫 古田敏久 細江正幸 間瀬俊晴
64 真下精一 武富春生
63 長谷川幸司 三宅篤 飯野浩司 松田英人 降旗達生 宇佐美初彦 寺田昌弘
62 筒井淳一 柴田正臣 中登文彦 井上佳彦 朴在勲 高橋勉
61 岩田仲生　 志水政宏 渥美知己 佐々木秀輝 小原広睦 江崎基雄 乗池秀隆
60 池田広志 戸谷聡 池田=23.03.01入会

59 亀之園孝司 梶田政人 鬼頭幸三 五明伸一郎
58 山田聡 中野良（ﾏｺﾄ） 加藤典宏 山下晴弘
57 野村雅紀
56 大岩宏治 櫻井隆弘
55 犬飼正昭
54 谷元雅裕 磯村紀寿 小泉陽一 斎藤祐一
53 矢野明博 伊藤順一 村田知雄 矢野=22.10.01入会

52 大橋広 石川裕之 青井稔 原茂利 平山英次 青井=22.11.01入会

51
50 石川昌弘 若尾佳太郎 稲垣信行 石川=23.04.01入会

49 鈴田稔 久野仁士 上村利雄 佐藤弘司
48 橋本悦雄 大曽根義久 小美嘉宣 水野修 仙波靖之 長縄隆 長縄=23.04.01入会

47 川上真吾
46 中内健太 加藤大知 佐藤克昭 森田博之 森田=23.04.01入会

45 水野晃平 天野昌 山田賢太郎 水野=23.04.01入会

44 前田裕介
43 森本顕次 大立靖
42 道藤健治 大立=23.01.01入会

41
40 中島俊 中島=23.04.01入会

【各クラス会員数】 【クラス別役員】
会員 準会員・会友 合計 加盟リーグ PR SR R

PR 17 4 21 代表 丹羽良之 加藤和長 越山彰
SR 13 1 14 世話役 松本建夫 加藤和長 榊原信行
R 22 0 22 会計 柴田正康 松原功 大石光男

52 5 57 V A B
32 2 34 愛知県協会 代表 石濱晴康 五明伸一郎 鈴田稔
26 1 27 愛知県協会 副代表 長谷川幸司 犬飼正昭 山田賢太郎
22 1 23 名古屋市協会 世話役 降籏達生 伊藤順一 川上慎吾
132 9 141 会計 寺田昌弘 加藤典宏 水野修
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