
平成３１年４月吉日 

ＯＢ会員各位 

筑紫丘高校ラグビー部ＯＢ会会長 

角 博 （３３回卒） 

ご挨拶 

春暖の候、ＯＢの皆様におかれましては益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。 

昨年秋の花園予選では、前年の全国大会花園予選で対戦し、新人大会ベスト８でも対戦した東福岡高校

との再選となりましたが、またしても王者東福岡の前に屈し、残念な結果となりました。しかしながら、

渡邉主将がけがによる長期離脱を余儀なくされる中、吉岡主将とのダブルキャプテン制を導入し、決勝

進出を目標にチーム一丸となって頑張ってくれました。特に、高校生からラグビーを始めた生徒が大き

く成長し最後までやり遂げてくれたことは、チーム力の向上に大変大きな貢献してくれたと思います。

筑紫丘高校ラグビー部の大きな特徴でもあり強みでもあります「ラグビーの経験者と未経験者との融合」

が今年も継承されたことに感謝したいと思います。卒業生の皆さんは、この三年間で心身ともに本当に

大きく成長してくれました。これからはＯＢ会の一員として母校ラグビー部の発展に力を貸していただ

ければと思います。 

また、２０１８年７月に行いました創部始まって以来の東京遠征においては、全国大会優勝の経験があ

り花園常連校であります国学院久我山高校と３９年振りに対戦することができました。国学院久我山高

校は、筑紫丘高校ラグビー部が初めて全国大会に出場した際に、１回戦で対戦した前年度優勝校でもあ

りました。その試合には現在ラグビー部の顧問であります荒牧先生が１３番で、私も１番で出場してい

ましたが、花園第三ラグビー場での５０分間（当時１回戦は２５分ハーフ）はあまりにも短く、舞い上が

ったままあっという間に試合が終了していた記憶しかありません。その対戦相手と東京遠征で再選を果

たすことができことは感無量であると同時に、当ラグビー部との深いご縁を感じざる負えません。 

この記念すべき東京遠征に対する全国のＯＢ諸氏の皆様のご支援とご協力に心から感謝申し上げたい

と思います。そして試合当日グランドや大懇親会に駆けつけて頂きました東京在住のＯＢの皆様に改め

て心から御礼を申し上げたいと思います。 

さて新チームは甲斐新主将のもと、昨年度の悔しい思いを引き継ぎ、厳しい練習と体力強化に鋭意取り

組んでいます。既報の通り１月の新人大会では、ベスト８をかけた試合で日本代表候補のトンガ勢を擁

し東福岡高校と決勝戦を戦った東海大福岡と対戦し、ワントライ差で惜敗しました。圧倒的な体格差の

ある相手に対して「前に出るＤＦ」と「ブレイクダウンの強さ」で圧倒し互角以上の戦いを行い、勝ち負

けに持ち込むきわどい試合となりました。勝負に負けはしましたが、筑紫丘ラグビー部の神髄を見せて

くれた大変すばらしい試合だったと思います。今後も速いスピードと展開そして低い鋭いタックルとＤ

Ｆ力を磨きながら「春の大会ベスト４以上」を目指して元気に前向きに練習に取り組んでおりますので、

今後ともＯＢ会の皆様の温かいご支援とご声援を願い申し上げます。 

今年も来る４月２９日に恒例の「筑紫丘ラグビーフェスティバル」を開催します。ジュニアスクールの

幼稚園生・小学校の試合そして中学１年生の試合のあと、高校生は大分県 NO１の進学校であり最近メキ

メキ力をつけてきています大分県立大分上野ヶ丘高校との招待試合を予定しております。ＯＢの皆様の

多数の参加を心よりお願い申し上げます。 



《OB 会事務局よりお知らせ》 

 
■筑紫丘ラグビーフェスティバル 
 本年も 4 月 29 日開催いたします。大型連休中での開催ではございますがぜひご参集ください。 
※スケジュール別紙参照 

  12：40 開催セレモニー 
  13：15 筑紫丘高校 VS 大分上野丘高校 
 
■九州大会福岡県予選 
 下記日程にて初戦を迎えます。皆様ご声援のほど、宜しくお願いします。 
 
九州大会福岡県予選（２回戦） 
筑紫丘高校 ＶＳ B➁（九国大付属高校または筑前高校）の勝利校 
 日時：５月１２日（日） １１：００キックオフ 
 場所：筑紫丘高校 

 
■OB 総会 

OB 総会について、下記日程にてとりおこないます。 
皆さま、万障お繰り合わせの上、ぜひともご出席くださいますようお願い申し上げます。 
日時：平成 30 年 7 月 20 日(土)  18:00 より OB 総会 18:30 より懇親会 
会場：『天神スカイホール（西日本新聞会館 16F）』 

    福岡市中央区天神１丁目 4-1 西日本新聞会館 16F TEL:092-712-8855 
会費：6,000 円（学生 3,000 円） 

  

■OB タイの完成 
 OB タイが完成致しました。 
筑紫丘でラグビーに関わる、多くの皆さんに親しんでいただ

きたく、OB タイではございますが Chikushigaoka rugby club
とお入れしました。 

OB 総会会場にて販売開始いたします。ぜひご購入いただき、

OB 会等でお集まりの際はご着用くださいますようお願い申し

上げます。また、卒業する現役生には、記念品として OB 会よ

りお贈りするように致します。 





学年 時間 レフリー 学年 時間 レフリー 学年 時間 レフリー

草ヶ江 筑紫丘 かしい 筑紫丘 春日 筑紫丘
前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　）

9:30 ～ 10:00 小5 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13 小3 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13 小１ 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13
計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　）

笹丘 筑紫丘 大宰府 筑紫丘 みやけ 筑紫丘
前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　）

10:05 ～ 10:35 小6 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13 小4 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13 小2 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13
計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　）
草ヶ江 筑紫丘 かしい 筑紫丘 春日 筑紫丘

前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　）
10:40 ～ 11:10 小5 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13 小3 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13 小1 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13

計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　）
笹丘 筑紫丘 大宰府 筑紫丘 みやけ 筑紫丘

前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　） 前（　　　）
11:15 ～ 11:45 小6 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13 小4 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13 小2 後（　　　） VS 後（　　　） 13-3-13

計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　） 計（　　　）
春日 筑紫丘

前（　　　） 前（　　　）
11:55 ～ 12:30 中１ 後（　　　） VS 後（　　　） 15-5-15

計（　　　） 計（　　　）

12:40 ～ 13:00

上野丘 筑紫丘
前（　　　） 前（　　　） R：

13:15 ～ 14:00 高校Ａ 後（　　　） VS 後（　　　） 30-5-30 A：

計（　　　） 計（　　　） A：

上野丘 筑紫丘 R：

前（　　　） 前（　　　） R：

14:05 ～ 15:10 高校B 後（　　　） VS 後（　　　） 30-5-30 A：

計（　　　） 計（　　　） A：

9:00 開　　会　　式

開　　　催　　　セ　　　レ　　　モ　　　ニ　　　ー

B開始時間 A
グラウンド

C

開会式（９時００分～） 

 
司会：宮川 

参加者：大宰府・笹丘・みやけ・かしい・草ヶ江・春日・筑紫丘ジュニア 
式次第 

１．筑紫丘ジュニア校長あいさつ 
２．ジュニア来賓あいさつ 
３．試合スケジュール等説明（坂口） 
４．注意事項等説明（坂口） 

開催セレモニー（１２時４０分～） 
 
司会：宮川 
参加者：上野丘高校、筑紫丘高校 
     草ヶ江・大宰府・笹丘・みやけ・かしい・春日・筑紫丘ジュニア 
式次第 
１．筑紫丘高校ラグビー部OB会長あいさつ 
２．来賓あいさつ 
３．筑紫丘高校ラグビー部監督あいさつ 



筑紫丘高等学校ラグビー部 OB の皆様へ 31 年度会費納入・現役支援金（寄付）のお願い 
                            

筑紫丘高等学校ラグビー部 OB 会 
会長 角 博 

 
平素は OB 会の活動にご理解、ご協力を頂き誠に有難うございます。 
筑紫丘高校ラグビー部は新入生の獲得と、5 月 12 日より始まる春の大会に向けて頑張っ

ております。 
昨年度、皆様からの寄付により東京強化遠征を実現することができましたこと、改めて

御礼申し上げます。早稲田実業・国学院久我山との試合では、対等に戦えているところが

随所に見られ、現役生にとって自信に繋がった実りある遠征になったのではないかと思い

ます。 
今後も OB 会といたしましては、強化遠征をはじめとする現役支援を継続していきたい

と考えております。 
つきましては、OB 会員の皆様からの現役支援金の寄付を引き続き募ってまいりますので、

ご理解ご支援の程よろしくお願い致します。 
 

 また、年会費納入につきましても受付けをしております。今年度ゆうちょ銀行から福岡

銀行へ OB 会口座の変更に伴い、払込取扱票ではなく直接窓口または ATM にてお支払いい

ただくようになりました。OB 会員の皆様方には大変お手数をおかけ致しますが、まだ今年

度の会費を納入されていない会員の皆様におかれましては、お名前の前に卒業回数をご入

力頂き、下記お振込み先までお振込みくださいますようお願い申し上げます。 
 尚、誠に恐れいりますが、振込手数料は会員の皆様にご負担くださいますようお願い致

します。 
記 

 
年会費        学生     3,000 円 
           社会人    6,000 円 

 
現役支援金寄付    個人 １口  5,000 円  
           法人 １口  10,000 円 

 
        現役支援金・年会費振込口座  

福岡銀行 筑後支店 2059011 
                              筑紫丘高等学校ラグビー部 OB 会  
                  会長 角 博  


