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パレスホテル大宮パレスホテル大宮パレスホテル大宮

２０１６

Ａ Ａ テーブルテーブル
三宅　宏実（選手）三宅　宏実（選手）
三宅　義行（監督）三宅　義行（監督）
上田　清司（埼玉県知事）上田　清司（埼玉県知事）
桑野　秀光（校友会会長）桑野　秀光（校友会会長）
神谷　健司（法政大学常務理事）神谷　健司（法政大学常務理事）

小林　　章（法政大学後援会前会長）小林　　章（法政大学後援会前会長）
五明　公男（法友体育会会長）五明　公男（法友体育会会長）
小林　清宣（校友会副会長）小林　清宣（校友会副会長）
山口　泰男（埼玉県校友会会長）山口　泰男（埼玉県校友会会長）
井上　泰一（校友会副会長）井上　泰一（校友会副会長）

Ａ テーブル
三宅　宏実（選手）
三宅　義行（監督）
上田　清司（埼玉県知事）
桑野　秀光（校友会会長）
神谷　健司（法政大学常務理事）

ＢＢ テーブル テーブル
三宅　義信（ＮＰＯ法人ゴールド三宅　義信（ＮＰＯ法人ゴールドメダ
　　　　　　　　　　　　リストを  育てる会理事長リストを  育てる会理事長）
岩村　元雄（校友会副会長）岩村　元雄（校友会副会長）
磯山　宰治（法友体育会射撃部会長）磯山　宰治（法友体育会射撃部会長）
豊田　信也（校友会副会長）豊田　信也（校友会副会長）
石塚　　護（法政大学理事）石塚　　護（法政大学理事）

中村　憲吾（法政大学後援会副会長）中村　憲吾（法政大学後援会副会長）
山本富士哉（東京都校友会副会長）山本富士哉（東京都校友会副会長）
日下　義章（埼玉県校友会相談役）日下　義章（埼玉県校友会相談役）
大井巳喜彦（埼玉県校友会理事長）大井巳喜彦（埼玉県校友会理事長）
発地　敏彦（校友会監事）発地　敏彦（校友会監事）

Ｂ テーブル
三宅　義信（ＮＰＯ法人ゴールドメダ
　　　　　　リストを  育てる会理事長）
岩村　元雄（校友会副会長）
磯山　宰治（法友体育会射撃部会長）
豊田　信也（校友会副会長）
石塚　　護（法政大学理事）

ＣＣ テーブル テーブル
井橋　吉一（埼玉県校友会副会長）井橋　吉一（埼玉県校友会副会長）
山口　宣道（埼玉県校友会副会長）山口　宣道（埼玉県校友会副会長）
高田　　勝（埼玉県校友会副会長）高田　　勝（埼玉県校友会副会長）
岡本　　眞（岡本　　眞（法政大学理系同窓会会長法政大学理系同窓会会長）
平良　朝順（平良　朝順（法政大学体育会重量拳部監督法政大学体育会重量拳部監督）

松尾　秀文（工体連ＯＢ会会長）松尾　秀文（工体連ＯＢ会会長）
桑野隆治郎（埼玉県校友会相談役）桑野隆治郎（埼玉県校友会相談役）
池上　孝三（池上　孝三（法政大学第二法政大学第二中・高等学校同窓会副会長高等学校同窓会副会長）
相川　欣相川　欣運（法政大学高等学校同窓会副会長法政大学高等学校同窓会副会長）
柳　　済龍（柳　　済龍（体育会自動車部ＯＢ・OG副会長体育会自動車部ＯＢ・OG副会長）

Ｃ テーブル
井橋　吉一（埼玉県校友会副会長）
山口　宣道（埼玉県校友会副会長）
高田　　勝（埼玉県校友会副会長）
岡本　　眞（法政大学理系同窓会会長）
平良　朝順（法政大学体育会重量拳部監督）

ＤＤ テーブル テーブル
三宅　育代（三宅宏実選手のお母さん）三宅　育代（三宅宏実選手のお母さん）
大井　祥子（大井　祥子（埼玉県校友会大井理事長夫人埼玉県校友会大井理事長夫人）
安達　郁代（故法政大学体育会安達　郁代（故法政大学体育会
　　　　　　　 射撃部監督安達喜夫人）　　　　　　　 射撃部監督安達喜夫人）
奈月　れい（歌手・法政大学ＯＧ）奈月　れい（歌手・法政大学ＯＧ）

関根和歌香（関根和歌香（フリーアナウンサー法政大学ＯＧフリーアナウンサー法政大学ＯＧ）
鈴木　直樹（鈴木　直樹（埼玉県校友会・射撃部元監督埼玉県校友会・射撃部元監督）
清水　昌良（埼玉県校友会常務理事）清水　昌良（埼玉県校友会常務理事）
小畑　修考（埼玉県校友会常務理事）小畑　修考（埼玉県校友会常務理事）
佐藤　光男（佐藤　光男（東京都校友会・江東校友会東京都校友会・江東校友会）

Ｄ テーブル
三宅　育代（三宅宏実選手のお母さん）
大井　祥子（埼玉県校友会大井理事長夫人）
安達　郁代（故法政大学体育会
　　　　　　　 射撃部監督安達喜夫人）
奈月　れい（歌手・法政大学ＯＧ）

ＥＥ テーブル テーブル
仲島　行男（埼玉県校友会）仲島　行男（埼玉県校友会）
橋本　總司（埼玉県校友会）橋本　總司（埼玉県校友会）
宮澤　忠昭（埼玉県校友会常務理事）宮澤　忠昭（埼玉県校友会常務理事）
小林　章二（埼玉県校友会常務理事）小林　章二（埼玉県校友会常務理事）
大野　正雄（埼玉県校友会常務理事）大野　正雄（埼玉県校友会常務理事）

石山　　茂（埼玉県校友会）石山　　茂（埼玉県校友会）
小高　　勇（埼玉県校友会常務理事）小高　　勇（埼玉県校友会常務理事）
高頭　義浩（埼玉県校友会常務理事）高頭　義浩（埼玉県校友会常務理事）
中村　邦雄（法政大学ＯＢ）中村　邦雄（法政大学ＯＢ）

Ｅ テーブル
仲島　行男（埼玉県校友会）
橋本　總司（埼玉県校友会）
宮澤　忠昭（埼玉県校友会常務理事）
小林　章二（埼玉県校友会常務理事）
大野　正雄（埼玉県校友会常務理事）

ＦＦ テーブル テーブル
酒井　宏暢（埼玉県校友会監事）酒井　宏暢（埼玉県校友会監事）
内田　吉久（埼玉県校友会）内田　吉久（埼玉県校友会）
高橋　　宏（高橋　　宏（埼玉県校友会・応援団ＯＢ埼玉県校友会・応援団ＯＢ）
澤田　安弘（澤田　安弘（法政大学高等学校組織拡充委員長法政大学高等学校組織拡充委員長）
千木良素之（埼玉県校友会）千木良素之（埼玉県校友会）

高橋　敏男（建築学科同窓会理事）高橋　敏男（建築学科同窓会理事）
栗原　周平（栗原　周平（工体連スキー部ＯＢ会幹事工体連スキー部ＯＢ会幹事）
石田　　博（埼玉県校友会事務局長）石田　　博（埼玉県校友会事務局長）
山内　芳幸（法政大学柔友会会長）山内　芳幸（法政大学柔友会会長）
鷲津　一雄（法政大学組織部会長）鷲津　一雄（法政大学組織部会長）

Ｆ テーブル
酒井　宏暢（埼玉県校友会監事）
内田　吉久（埼玉県校友会）
高橋　　宏（埼玉県校友会・応援団ＯＢ）
澤田　安弘（法政大学高等学校組織拡充委員長）
千木良素之（埼玉県校友会）

ＧＧ テーブル テーブル
大村　重典（埼玉県校友会）大村　重典（埼玉県校友会）
川添　重村（埼玉県校友会）川添　重村（埼玉県校友会）
児玉　国彦（埼玉県校友会）児玉　国彦（埼玉県校友会）
遠藤　正明（埼玉県校友会）遠藤　正明（埼玉県校友会）
飯島　　嵩（埼玉県校友会）飯島　　嵩（埼玉県校友会）

島田　茂夫（埼玉県校友会）島田　茂夫（埼玉県校友会）
島田　夫人島田　夫人
野村　和代（埼玉県校友会）野村　和代（埼玉県校友会）
遠藤富三郎（埼玉県校友会）遠藤富三郎（埼玉県校友会）

Ｇ テーブル
大村　重典（埼玉県校友会）
川添　重村（埼玉県校友会）
児玉　国彦（埼玉県校友会）
遠藤　正明（埼玉県校友会）
飯島　　嵩（埼玉県校友会）

ＩＩ テーブル テーブル
上木　雄二（埼玉県校友会常務理事）上木　雄二（埼玉県校友会常務理事）
長郷　　勉（埼玉県校友会）長郷　　勉（埼玉県校友会）
北田　　茂（埼玉県校友会）北田　　茂（埼玉県校友会）
宮田　　潔（埼玉県校友会）宮田　　潔（埼玉県校友会）

臼井　　正（埼玉県校友会）臼井　　正（埼玉県校友会）
大河　内順（埼玉県校友会）大河　内順（埼玉県校友会）
中村　佳史（法政大学誕生会）中村　佳史（法政大学誕生会）
野内　達也（埼玉県校友会）野内　達也（埼玉県校友会）

Ｉ テーブル
上木　雄二（埼玉県校友会常務理事）
長郷　　勉（埼玉県校友会）
北田　　茂（埼玉県校友会）
宮田　　潔（埼玉県校友会）

ＪＪ テーブル テーブル
澤田　龍哉（澤田　龍哉（法政大学ＯＢ法政大学ＯＢ・川口市役所川口市役所）
伊藤　雅章（伊藤　雅章（法政大学ＯＢ法政大学ＯＢ・川口市役所川口市役所）
松井　孝之（松井　孝之（法政大学ＯＢ法政大学ＯＢ・川口市役所川口市役所）
小林　正明（小林　正明（法政大学ＯＢ法政大学ＯＢ・川口市役所川口市役所）

杉浦　啓之（杉浦　啓之（法政大学ＯＢ法政大学ＯＢ・川口信用金庫川口信用金庫）
加藤　雅美（加藤　雅美（法政大学ＯＢ法政大学ＯＢ・川口信用金庫川口信用金庫）
高際　由明（高際　由明（法政大学ＯＢ法政大学ＯＢ・川口信用金庫川口信用金庫）

Ｊ テーブル
澤田　龍哉（法政大学ＯＢ・川口市役所）
伊藤　雅章（法政大学ＯＢ・川口市役所）
松井　孝之（法政大学ＯＢ・川口市役所）
小林　正明（法政大学ＯＢ・川口市役所）

ＫＫ テーブル テーブル
佐藤　邦男（法政大学校友会）佐藤　邦男（法政大学校友会）
藤田　明義（埼玉県校友会）藤田　明義（埼玉県校友会）
笹木　和夫（埼玉県校友会）笹木　和夫（埼玉県校友会）
新井　　兼（埼玉県校友会）新井　　兼（埼玉県校友会）

斎藤　　徹（法政大学校友会）斎藤　　徹（法政大学校友会）
早船　利雄（川口法友会）早船　利雄（川口法友会）
武田　正昭武田　正昭（埼玉県校友会）（埼玉県校友会）

Ｋ テーブル
佐藤　邦男（法政大学校友会）
藤田　明義（埼玉県校友会）
笹木　和夫（埼玉県校友会）
新井　　兼（埼玉県校友会）

ＨＨ テーブル テーブル
大川　成一（埼玉県校友会）大川　成一（埼玉県校友会）
神崎　　功（埼玉県校友会）神崎　　功（埼玉県校友会）
三上　哲夫（埼玉県校友会）三上　哲夫（埼玉県校友会）
鈴木　　実（埼玉県校友会）鈴木　　実（埼玉県校友会）

大塚信之助（埼玉県校友会）大塚信之助（埼玉県校友会）
島田　義雄（埼玉県校友会）島田　義雄（埼玉県校友会）
栗原　啓太（埼玉県校友会）栗原　啓太（埼玉県校友会）
塩田　利明（埼玉県校友会）塩田　利明（埼玉県校友会）

Ｈ テーブル
大川　成一（埼玉県校友会）
神崎　　功（埼玉県校友会）
三上　哲夫（埼玉県校友会）
鈴木　　実（埼玉県校友会）

埼玉県校友会

三宅宏実選手・三宅義行監督
リオ・オリンピック出場激励会

小林　　章（法政大学後援会前会長）
五明　公男（法友体育会会長）
小林　清宣（校友会副会長）
山口　泰男（埼玉県校友会会長）
井上　泰一（校友会副会長）

中村　憲吾（法政大学後援会副会長）
山本富士哉（東京都校友会副会長）
日下　義章（埼玉県校友会相談役）
大井巳喜彦（埼玉県校友会理事長）
発地　敏彦（校友会監事）

松尾　秀文（工体連ＯＢ会会長）
桑野隆治郎（埼玉県校友会相談役）
池上　孝三（法政大学第二中・高等学校同窓会副会長）
相川　欣運（法政大学高等学校同窓会副会長）
柳　　済龍（体育会自動車部ＯＢ・OG副会長）

関根和歌香（フリーアナウンサー法政大学ＯＧ）
鈴木　直樹（埼玉県校友会・射撃部元監督）
清水　昌良（埼玉県校友会常務理事）
小畑　修考（埼玉県校友会常務理事）
佐藤　光男（東京都校友会・江東校友会）

石山　　茂（埼玉県校友会）
小高　　勇（埼玉県校友会常務理事）
高頭　義浩（埼玉県校友会常務理事）
中村　邦雄（法政大学ＯＢ）

高橋　敏男（建築学科同窓会理事）
栗原　周平（工体連スキー部ＯＢ会幹事）
石田　　博（埼玉県校友会事務局長）
山内　芳幸（法政大学柔友会会長）
鷲津　一雄（法政大学組織部会長）

島田　茂夫（埼玉県校友会）
島田　夫人
野村　和代（埼玉県校友会）
遠藤富三郎（埼玉県校友会）

斎藤　　徹（法政大学校友会）
早船　利雄（川口法友会）
武田　正昭（埼玉県校友会）

杉浦　啓之（法政大学ＯＢ・川口信用金庫）
加藤　雅美（法政大学ＯＢ・川口信用金庫）
高際　由明（法政大学ＯＢ・川口信用金庫）

臼井　　正（埼玉県校友会）
大河　内順（埼玉県校友会）
中村　佳史（法政大学誕生会）
野内　達也（埼玉県校友会）

大塚信之助（埼玉県校友会）
島田　義雄（埼玉県校友会）
栗原　啓太（埼玉県校友会）
塩田　利明（埼玉県校友会）

応援団と共に全員で肩を組んで校歌斉唱

五明法友体育会会長
リオでの法政の活躍
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山口会長 大井理事長 石田事務局長総会・激励会の準備

高田副会長
閉会の挨拶

総合司会 法政ＯＧ
関根アナウンサー

開会宣言 宮澤常務理事 上田埼玉県知事 神谷法政大学常務理事 桑野校友会会長

小林後援会前会長 五明法友体育会会長 山口会長 大井理事長

三宅義信ＯＢ 乾杯 井橋副会長

激励金授与 山口会長（右） 桑野校友会会長（左）

応援団 リーダー部とチアリーディング部国歌斉唱

奈月れい法政ＯＧも歌で激励

おいしい料理を堪能

おいしい料理を堪能

帰りにあいさつ

Ｖサインで激励

三宅宏実選手 リオ公式ユニフォーム着用 三宅義行監督の決意表明

※敬称略・順不同　　急ぎ編集した為に氏名・肩書きに間違いが、ございましたらお詫び申し上げます。


