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横浜国立大学剣友会　会計幹事

去る2011年10月から約2ヶ月間にわたり実施をいたしました　全日本女子学生剣道優勝大会支援の
寄付事業について以下の内容で報告をさせて頂きます。
本年も引き続き変わらぬご支援を頂けますようお願いいたします。

【１．事業概要】
寄付依頼名目：　全日本女子学生剣道優勝大会（11月6日）出場援助金
募集期間：　　H23年10月～12月末迄
寄付金額：　１口　5,000円
発起人　：剣友会　宮部安男（会長）秋田範正（副会長）蔵原成実（幹事長）大塚学（監督）
学生代表：安達　界（主将）長谷川　誠（副主将）　森田　勲（主務）　川村友希（女子主将）
OB窓口：中川弘昭（会計幹事）

【２．募金状況】
支援者数：　　１５０名
寄付口数：　約２６６口
募金総額：　1,328,000円

【３．２０１１年度支援事業】
支援については、剣友会規約第16条運営費とその付則3項に準じて、
女子選手およびマネージャーの交通費・宿泊実費として以下の金額を支援した。

学生交通費・宿泊費援助　：300,000円
＊大会の試合風景につてはHPに掲載しております。

【４．２０１２年度支援事業】
2011年度寄付残金については、2011年決算書で報告のとおり、学生強化支援積立金
として繰越し2012年度　45周年記念総会に併せて計画する以下事業に充当する。

１．記念品
２．国大剣友会　精進　手ぬぐい
３．学生記念総会飲食費用補助
４．その他備品整備費用支援

【５．ご支援頂いた先輩方ご紹介】
寄付事業の趣旨に賛同を頂きご支援頂いた先輩方にこの場をお借りして御礼を申し上げます。

（敬称略）
卒業年(卒業回） 氏名 卒業年(卒業回） 氏名 卒業年(卒業回） 氏名 卒業年(卒業回） 氏名
昭和14 000006 昭和52 (大学25) 000112 昭和58 (大学31) 000188 平成11年(大学47) 000295
昭和17 000013 昭和52 (大学25) 000113 昭和59 (大学32) 000189 平成11年(大学47) 000299

昭和29 (特別剣友)　(大学2) 000020 昭和52 (大学25) 000116 昭和59 (大学32) 000190 平成12年（大学48） 000300
昭和30 (特別剣友) 000021 昭和55 (大学28) 000126 昭和59 (大学32) 000191 平成12年（大学48） 000302
昭和38 (大学11) 000022 昭和54 (大学27) 000127 昭和59 (大学32) 000192 平成12年（大学48） 000303
昭和38 (大学11) 000023 昭和54 (大学27) 000129 昭和59 (大学32) 000193 平成13年（大学49） 000307
昭和38 (大学11) 000024 昭和55 (大学28) 000140 昭和59 (大学32) 000194 平成14年（大学50） 000312
昭和39 (大学12) 000029 昭和55 (大学28) 000141 昭和59 (大学32) 000195 平成14年（大学50） 000313
昭和39 (大学12) 000032 昭和55 (大学28) 000142 昭和59 (大学32) 000196 平成14年（大学50） 000314
昭和39 (大学12) 000034 昭和55 (大学28) 000143 昭和59 (大学32) 000197 平成14年（大学50） 000315
昭和40 (大学13) 000037 昭和55 (大学28) 000144 昭和60 (大学33) 000201 平成15年（大学51） 000316
昭和42 (大学15) 000043 昭和55 (大学28) 000145 昭和61 (大学34) 000209 平成15年（大学51） 000317
昭和42 (大学15) 000044 昭和55 (大学28) 000146 昭和61 (大学34) 000212 平成16年（大学52） 000322
昭和41 (大学14) 000047 昭和55 (大学28) 000147 昭和61 (大学34) 000213 平成16年（大学52） 000323
昭和43 (大学16) 000048 昭和55 (大学28) 000148 昭和62 (大学35) 000218 平成16年（大学52） 000324
昭和43(大学16) 000050 昭和55 (大学28) 000151 昭和62 (大学35) 000219 平成16年（大学52） 000326
昭和44 (大学17) 000051 昭和56 (大学29) 000152 昭和62 (大学35) 000221 平成17年（大学53） 000328
昭和44 (大学17) 000052 昭和58 (大学31) 000154 平成元年 (大学37) 000234 平成17年（大学53） 000329
昭和45 (大学18) 000055 昭和56 (大学29) 000155 平成3年 (大学39) 000239 平成17年（大学53） 000330
昭和45 (大学18) 000057 昭和56 (大学29) 000156 平成3年 (大学39) 000240 平成17年（大学53） 000331
昭和46 (大学19) 000058 昭和56 (大学29) 000159 平成3年 (大学39) 000241 平成18年（大学54） 000332
昭和47 (大学20) 000067 昭和56 (大学29) 000160 平成3年 (大学39) 000242 平成18年（大学54） 000334
昭和47 (大学20) 000068 昭和56 (大学29) 000162 平成3年 (大学39) 000243 平成18年（大学54） 000335
昭和47 (大学20) 000070 昭和57 (大学30) 000163 平成4年 (大学40) 000246 平成20年（大学56） 000342
昭和47 (大学20) 000071 昭和56 (大学29) 000166 平成4年 (大学40) 000248 平成20年（大学56） 000343
昭和47 (大学20) 000072 昭和56 (大学29) 000167 平成4年 (大学40) 000249 平成21年（大学57） 000350
昭和48 (大学21) 000073 昭和56 (大学29) 000170 平成4年 (大学40) 000250 平成21年（大学57） 000351
昭和48 (大学21) 000076 昭和57 (大学30) 000172 平成4年 (大学40) 000252 平成21年（大学57） 000352
昭和49 (大学22) 000081 昭和57 (大学30) 000173 平成5年 (大学41) 000253 平成21年（大学57） 000353
昭和49 (大学22) 000082 昭和57 (大学30) 000174 平成7年 (大学43) 000264 平成22年（大学58） 000354
昭和50 (大学23) 000089 昭和57 (大学30) 000175 平成8年 (大学44) 000272 平成23年（大学59） 000357
昭和50 (大学23) 000094 昭和57 (大学30) 000176 平成8年 (大学44) 000274 平成23年（大学59） 000359
昭和50 (大学23) 000095 昭和57 (大学30) 000177 平成8年 (大学44) 000275 平成23年（大学59） 000360
昭和50 (大学23) 000096 昭和57 (大学30) 000178 平成8年 (大学44) 000276
昭和50 (大学23) 000097 昭和57 (大学30) 000179 平成8年 (大学44) 000277 ＊学年内は順不同
昭和51 (大学24) 000099 昭和58 (大学31) 000180 平成10年（大学46） 000286
昭和51 (大学24) 000100 昭和58 (大学31) 000181 平成10年（大学46） 000287
昭和51 (大学24) 000107 昭和58 (大学31) 000184 平成10年（大学46） 000288
昭和52 (大学25) 000110 昭和58 (大学31) 000185 平成10年（大学46） 000291

【６．備考】
ご寄付を頂いていたにも関わらずお名前が無い場合にはお手数ですが事務局までご連絡を頂けますようお願い申し上げます。
改めて確認および訂正をさえていただきます。


