
マジックプレイヤーズ 歴代部員リスト 祝賀会⽤連絡網 その 3  2019.10.18 
担当 20 期 杉⼭(すぎちゃん) 

• 先輩⽅からお尋ねした情報をもとにリストを作成しています。リストは次のページにあります。 
• （変更）内容が間違っている場合やご不明点は祝賀会特設ページの「祝賀会連絡窓⼝」や LINE より連絡をください。 
• 祝賀会参加可否の連絡の際、期⽣、名前、ニックネームが求められますが、以下の表を参考にしてください。 

また、以下の表は、参加可否の連絡時にいただいたた情報をもとに、ニックネームで表記を統⼀させていただく予定です。
正しい情報の提供をご協⼒お願いします。 

• 返信いただいてない⽅は、⻩⾊マスです。未返信の⽅に連絡がつく⽅は、お⼿数おかけしますが、マジプレ祝賀会ページ
まで返信するようお声がけいただくよう、ご協⼒お願いします。 

• 将来、マジプレ内で現役⽣から OBOG も巻き込むイベントを⾏うときに、現役⽣から OBOG の⽅、あるいはその逆に連絡
したい時に活⽤できるマジプレ⽤連絡網を作っております。そのために今回の機会に全員からお返事をいただくようにご
協⼒をお願いしています。何卒ご理解よろしくお願いします。 

• いつもご協⼒ありがとうございます！引き続きよろしくお願いします。 
 
その他 

l 当⽇、サロンマジックをしてくれるマジシャンを求めています。ソロでもコンビでも構いません。演技時間は⼀組最⼤ 10
分程度を⽬安にお願いします。 

l 先輩⽅と連絡しているうちに、マジプレの過去の⾯⽩エピソードを多数いただいています。当⽇の企画の充実のために資
料や⾯⽩い話の提供をお願いします。情報・写真・資料をお持ちの⽅は杉⼭か祝賀会特設ページの祝賀会連絡窓⼝まで⼀
度連絡ください！ 
例：「桜井さんマジプレ設⽴！とひげさん申請忘れちゃったの不思議研究会！」、「マジプレ氷河期到来（2007 年-2009
年）」、「マジプレ、活動停⽌する。」、「先輩に失礼なことをした、とあるメンバーの話」など 

l 当⽇の企画に「みんなの宣伝時間(仮称)」を設ける予定です。弊社説明会から近況報告まで何かお知らせしたいことがあれ
ばその時間にお知らせください！ 

l (追加)今年の学園祭は 12 ⽉ 1 ⽇ごろにあるそうです。 



歴代部員リスト 
表 歴代部員リスト 

マジプレ メンバー  2019/10/18 17:00 更新⻩⾊は未返信の⽅，返信いただいている⽅はあだ名です 

マジプレ⼊部
の年 

期
⽣ 

当時の会⻑(敬称
略) メンバー(⼊部時が 1 回⽣でなければ註釈してます。) 

1994 H6 1 櫻井 
(３回⽣) 櫻井

さん ひちゃこ 坪⾕さん 林さん 宇屋さん 

藤⽥さん ⽇⽐野さん (M1?)近藤さん     
1995 H7 2 坪⾕  ひゅうが         
1996 H8 3 坪⾕ ⼩津さん さとう ナヨ     

1997 H9 4 

（マジプレ）⼩津 

みっちー(⼭本)
さん いとう ぴらりん(平野)

さん キクタ イザワさん 

ポリンキー(笹
尾) 

パキャプリッ
ト       

（トライアンフ 2
期）⽇向、滝沢 ひげ ひろのん 鈴⽊しんや(村

上)さん 
やまだーずの

右側(⼭⽥)さん   

1998 H10 5 

（マジプレ） 
⼭本、伊藤 友⽥ LFY なぎ（鈴⽊ひろ

し）さん ⽊曽⽥さん 岩⽥さん 

（トライアンフ 3
期）滝沢、⽶津 コメ(⽶津)さん さや      

1999 H11 6 伊藤 ローズ 下原さん ダイモン     



2000 H12 7 鈴⽊ みっちー         

2001 H13 8 相原 
よねぢ ⽥辺さん ひも ⼤久保さん 辻屋さん 

くらさん 河原さん 三⾕さん ぼん   
2002 H14 9 ⽶⽥ ⼩牟礼さん         

2003 H15 10 ⽶⽥ 吉川(えむわん)
さん         

2004 H16 11 不明 村井さん         

2005 H17 12 吉川 ぷらりん ⾕⽥さん 古⽥さん 船井さん   

2006 H18 13 船井 奥村さん 植村さん TAKA（⾼崎）
さん いし〜ちゃん   

2007 H19 14 奥村 (無し)         
2008 H20 15 奥村 みずたに 前澤さん       
2009 H21 16 奥村 ⽩⽯さん         
2010 H22 17 ⽔⾕ すんり こうめい 太⽥さん 野⽥さん ウリュウ 
2011 H23 18 ⽩⽯ ひらいわ 柳原さん など     
2012 H24 19 鄭 りょーけん だいすけ 安藤さん ポッターさん    

2013 H25 20 ⽥中 
すぎちゃん 福井 アニー きむら なかむら 

ヘルス おねえ こうのべ ざわ よしかわ 
さかい         

2014 H26 21 福井 植村 駒林  森畑 道野  



 
祝賀会⽤連絡網について 

1. 祝賀会の連絡は、実⾏委員会から「マジプレ OBOG 
LINE グループ(OBOG が集まっている LINE グルー
プ)」へ連絡をします。 

2. マジプレ OBOG グループには多くの OBOG に加⼊
してもらっていますが、全員ではありません。その
ため、各期⽣の会⻑や代表者を中⼼に、このグルー
プ未加⼊の同期メンバーに連絡をしてください。な
お、23 期以降は現役⽣の扱いです。また 20 期以降
は LINE が普及し、各期⽣ごとの LINE グループが
あるため、20 期以降は会⻑や、代表者が同期メン
バーに連絡してください。 

3. 期⽣に関わらず、積極的な連絡のやり取りをするよ
うにご協⼒お願いします。 

4. 25 周年記念祝賀会ページでの参加可否の連絡を受
け取り次第、委員会側で連絡がつくと判断させてい
ただきます。今後の連絡網としても活⽤するため参
加の可否に関わらず、全員、Web フォームまで連
絡いただくようにご協⼒お願いします。 
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図 1 連絡の流れについて 


