
【 平成 16年重大ニュース】 
１月２日	 全日本総合選手権大会  
高 47 回小川崇君が、鹿児島教員クラブで出場。残念ながら初戦の東海大学に敗れま

した。 
１月３日	 ぜんざい会  

	 	 ＯＢ24 人・ＯＧ17 人（名簿記入者のみ）合計 41 人が参集し、バスケットボールで

汗を流し懇親を深めました。参加者から現役に 45,200 円のお年玉をあげました。  
１月１０～１１日	 新人戦県大会  

	 	 《男子》筑紫丘：八幡中央＝103：65	 筑紫丘：福大大濠＝72：115	 ベスト 16 

	 	 《女子》筑紫丘：中間	 	 ＝81：44 	 筑紫丘：九州女子＝46：104	 ベスト 16 

	 	 男女共に他地区の上位校には圧勝する力がありますが、中部地区下位からの出場の

ため、2 回戦で中部地区の上位校と対戦する組み合わせになります。 

３月１日	 卒業式  
	 男女卒業生 18 人に筑籠会から記念品を贈呈しました。 

３月１９日	 竹村先生転出  

	 	 1 年間男子を御指導いただいた竹村先生（常勤講師）が福岡聾唖学校に転出されま

した。竹村先生、県大会に連れて行っていただき有難うございました。 

３月２０～２１日	 シニアバスケットボール福岡予選  

	 	 シニアバスケットボール大会の福岡予選で優勝。7 月の九州大会（宮崎）に出場し

ます。筑籠会からの参加は 23 回織戸・29 回阿比留・30 回宮本・32 回堤君でした。 

３月２２～２５日	 合宿  

	 	 アクシオンで男女共に合宿を行いました。筑籠会から男子に 5 万円、女子に 3 万円

の補助を行いました。 

３月２８日	 筑籠会総会  

	 	 75 周年記念事業として、会員から現役強化費用の賛助金を募ることになりました。	 

３月３１日	 祝 500 件  
	 	 筑籠会メール掲示板への投稿数が 500 件になりました。アドレス登録会員は 105 人

です。 
４月１日	 吉住先生着任  

	 	 柏陵高校から男子バスケットボール部顧問として吉住先生が着任されました。吉住

先生は熱心な指導者で、柏陵高校を県大会ベスト 8 に導いた実績があります。吉住先

生、現役を強くしてやってください。 

４月２４日	 歓送迎会  

	 	 竹村先生・吉住先生の歓送迎会を筑籠会・保護者代表の合同で実施しました。会場

は高 20 回尾谷先輩経営の「月兎」です。 

４月２４～２５日	 九州大会県大会アベック出場決定  

	 	 男子は中部地区 7 位、女子は中部地区 8 位となり再びアベック出場です。 

５月２日	 社会人リーグにシニアリーグ  

	 	 春秋 2回開催の福岡市社会人リーグにシニアリーグ（40才以上）が開設されました。 

５月３～４日	 インターハイ県大会出場決定  

	 	 男子は中部地区 6 位となり県大会出場決定。女子が予選で敗れたため、3 大会連続

のアベック出場はなりませんでした。残念。 

	 

	 



	 

５月８～９日	 九州大会予選県大会  

	 	 《男子》筑紫丘：小倉工業＝88：104	 ベスト 16 

	 	 《女子》筑紫丘：折尾愛真＝79：68	 筑紫丘：柏陵＝88：73 

筑紫丘：戸畑商業＝34：104	 ベスト 8 

５月１６日	 ばんけん会	 再開  

	 	 筑紫丘バスケットボール部の草創期に多大の御尽力をいただいた故内田先生（愛称

番犬）を記念するゴルフコンペです。4 年間ほど中断していましたが再開することに

なりました。参加をお待ちしています。 

５月２９～３０日	 全国大会予選県大会  

	 	 《男子》筑紫丘：八幡中央＝108：87	 筑紫丘：稲築志耕館＝89：76 

筑紫丘：福岡第一＝46：109	 ベスト 8	 

＊210 ㎝のセネガル選手 2 人を擁する福岡第一高校は全国制覇を果たしました。 

６月２６～２７日	 ウィンターカップ一次予選  

	 	 《男子》シード 

	 	 《女子》４回戦	 筑紫丘：稲築志耕館＝61：69	 二次予選出場ならず。残念。 

７月１７～１８日	  シニアバスケットボール九州大会（鹿児島）  

	 	 シニアバスケットボール大会（40 歳以上）で 3 年連続の九州大会優勝。筑籠会から

の参加は、23 回織戸・29 回阿比留君・30 回宮本君・32 回堤君です。 

８月９～１０日	 １年生大会  

	 	 《男子》4 回戦	 筑紫丘：福翔＝58：60 

	 	 《女子》1 回戦	 筑紫丘：糸島＝45：89 

	 男子は長身選手がいませんが、中部地区ベスト 4 を狙える力があります。 

	 女子はこれからのチームです。 

８月２１～２２日	 福大カップ  

	 	 福大バスケットボール OB 会（会長は 23 回尾谷先輩）が主催する福大カップ（福大

OB が指導するチームによる懇親大会）に、筑紫丘現役（男女）が招待されました。 

８月２５～２８日	 合宿  

	 	 筑紫丘で男女共合宿を行いました。筑籠会から男子に 5 万円、女子に 3 万円の補助

を行いました。 

７月１１日～９月１１日ウィンターカップ二次予選  

	 《男子》1・2 回戦	 シード：3 回戦	 筑紫丘：自由ヶ丘＝84：74 

	 	 	 	 	 準々決勝	 筑紫丘：福翔＝66：89	 福岡県ベスト 8	 

1・2 年生新チームの筑紫丘と 3 年生主体の福翔では、かなりの実力差がありました。 

新チーム同士の戦いでは、きっと雪辱を果たしてくれるでしょう。 

９月２０日	 壮年大会  

	 	 西南高校で開催。参加は高 3 回石川先輩以下 12 名でした。西南高校はキリスト教の

ため懇親会はアルコール禁止。最大の楽しみを奪われた我チームは、まさかの 2 連敗

でした。来年は頑張るぞ。 

１０月９～１０日	 田中カップ  
	 	 西陵高校で開催された田中カップに男子が招待されました。県外 4 チーム、県内 4

チームの戦い、筑紫丘は強豪中村三陽を 104：68 で破り、見事優勝を飾りました。 
 
 



１０月３１日	 第 2回ばんけん会  
	 第 2 回ばんけん会を開催しました。 

１１月１４～２３日	 中部地区新人戦  
	 	 男子が中部地区 6 位となり、1 月の県大会（北九州地区）に臨みます。今季のチームは
実力を十分に発揮すれば、中部地区 2 位を争う力がありました。県大会では更なる活躍を

期待します。 
１１月１９～２１日	  シニアバスケットボール全国大会（広島）  
	 	 那珂川体育館で汗を流す友人達と、広島で開催のシニアバスケットボール全国大会に、

九州代表として参加しました。愛媛・高知・大阪を破りましたが、全国大会２連覇の静岡

代表「清老会」に又しても苦杯を喫しました。残念。 
	 	 筑籠会からの参加は、23 回徳永君・23 回織戸・29 回阿比留君・30 回宮本君・32 回

堤君です。 
１２月４日	 忘年会  
	 	 昨年に引き続き高 20 回尾谷先輩経営の「月兎」で開催。ＯＢ18 名、ＯＧ4 名、現役

男子の父兄 2 名が、吉住先生・清輔先生を囲み、現役の活躍を祝して痛飲しました。	 

 
 
 


