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主将挨拶

マネージャー長挨拶
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

そして硬式野球部のパンフレットを手にとってくれてありがとうございます。期待と不安を胸に入学し

てきたことだと思います。大学生活は自由の幅が広がり、選択の連続です。その選択の一つとして硬式

野球部を選んでみませんか？

　私たち硬式野球部のマネージャーは熱い思いで部活に向き合っています。マネージャーと聞くと、選

手のサポートを思い浮かべる人が多いと思いますが、私たちはそれだけではなく、一人一人が主体と

なって活動しています。だからこそ大変なこと、悩むこともありますが、それを上回るやりがいや喜び

にあふれています。マネージャーという立場だからこそできる経験はかけがえのないものばかりです。

　熱い思いを持った仲間と本気で向き合い、熱中し、成長できる環境がここにはあります。野球が好き

な人も、野球を知らない人もぜひ一度グラウンドまで足を運んでみてください！部員一同お待ちしてい

ます！

マネージャー長　三浦美咲

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

我々硬式野球部は戦国東都と呼ばれる東都大学野球連盟３部リーグに所属し、３部優勝・２部昇格を目

標にして活動しています。

3 部リーグでは一橋大学のみが国立大学で他大学は全て私立大学です。その中で一般入部の学生のみで

戦う我々が 3 部リーグで優勝し、2 部リーグに昇格することは決して簡単なことではありません。だ

からこそ、その目標に挑戦することはこれ以上なく面白いです。

大学生はサークルで楽しむのも新しいスポーツを始めるのも、勉強するにも何をするにも自由でしょ

う。このようにたくさんの選択肢がある中で、最後の学生生活、我々と共に本気で野球に捧げてみませ

んか。間違いなく弊部は選手、マネージャー、コーチが一丸となって、目標に向けて熱くなれる環境が

整っています。神宮球場で 2 部昇格の喜びを分かち合いましょう。

部員一同、皆さんの入部をお待ちしています。

主将　三家本直希

監督挨拶

新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。

新型コロナウイルスの新たな変異株が蔓延する中で受験シーズンを過ごされ、例年にないほどの

苦労をなさったことと思います。依然として感染症の影響は残り、想像していたキラキラのキャ

ンパスライフとはいかないかもしれません。そこで皆さんのより充実した大学生活のために我々

硬式野球部を提案させてください。

　昨シーズンを 3 部リーグ最下位で終えた我々は現在、その悔しさをバネに、「３部優勝、2 部

昇格」を目標に掲げ、練習に励んでいます。高校野球で燃え尽きたとおもっているあなた、大学

野球は高校野球とはまるで別物です。もちろん固定の練習日はありますが、それ以外の時間でも

大学西キャンパス内の専用グラウンドで練習し放題です。また、何でもかんでも必ずこうしろ、

というような技術指導はしません。複数の外部指導者とチーム契約をしており、その方々から客

観的なアドバイスを得ながら、自分にとって最適な方法を見つけられるような環境が整っていま

す。つまり、自分の好きなように好きなだけ上手くなってよいのです。あなたの野球のピークは

これから来るかもしれません。大学野球でもう一花咲かせてみませんか？

　野球は好きだけどそんなに上手くないし選手でやっていけるか不安と思っているあなた、学生

コーチという立場で野球を続けることも可能です。「コーチ」といっても必ずしも技術指導が主

な仕事ではなく、練習の手伝いや試合相手の手配など裏方仕事を任されることが多いです。一見

すると地味で大変そうなポジションですが、確実にここでしか味わえない貴重な経験になります。

裏方でチームの勝利を支えるというレアな経験をしてみませんか？

　現在、我々一橋大学硬式野球部は学生監督の下、部員全員で話し合いながらチーム運営を行っ

ています。それゆえ、トップの野球哲学を押し付けるのではなく、部員それぞれが持つ勝利への

考え方を直接実現できるような体制となっています。実に流動的な体制ですが、その流動性こそ

が我々の大きな武器であると考えています。新たな考え方があればそれを加味して練り直し、常

によりよい形を模索し続けることができます。硬式野球部に興味がある新入生の皆さん、我々の

一員となってご自身の勝利哲学を聞かせてもらえませんか？

　グラウンドで皆さんに合えるのを楽しみにしております。どうか緊張なさらずに気軽に足を運

んでいただけたらと思います。

監督　持丸航毅



練習の様子

13:10　集合・練習開始

集合場所となる３塁側ベンチ
です。練習開始前に一度部員
全員で集合し、共有事項など
を確認します！監督・主将の
話の後、整列をして練習開始
です！

13:20　全体アップ　各自でアップを終わらせた後は、全員で集まってアップをします。全体アップでは

マネージャーが吹く笛に合わせて、ストレッチやドリルを行います！

13:40　キャッチボール・トスバッティング

14:00　内外野別練習 ポジションごとに分かれてそれぞれの練習を行います。練習メニューは

各ポジションリーダーが中心となって考えており、各選手が主体的に練習に取り

組んでいます！

とある平日の練習を時間軸に沿ってまとめてみました。
一橋野球部の練習の流れをイメージするための

参考にしてみてください！

←外野守備

内野守備→

14:30　間食 フィジカル強化のために練習の中に間食の時間が設けられています。後半の練習のために

もプロテインやおにぎり、バナナなどでエネルギーをチャージします！

14:50　特打

16:00　ダウン 全ての練習メニューが終わった後は全員でダウンを

行います。怪我を防ぐためにもダウンは重要！

部員同士コミュニケーションを取りながらダウンにも

しっかり取り組みます！

16:20　整備 練習で使ったグラウンドを丁寧に整備しま

す。整備とボール探しが終われば一日の練習

は終了です。お疲れ様でした！

リーグ戦が近くなるとシートバッティングやケースノックなどの実戦的なメニューが増え、休日には紅白戦リーグ戦が近くなるとシートバッティングやケースノックなどの実戦的なメニューが増え、休日には紅白戦

も行います！ぜひ一度実際にグラウンドに見学に来てくださいね！も行います！ぜひ一度実際にグラウンドに見学に来てくださいね！

ピッチャーも陸上グラ

ウンドで別メニューに

取り組むよ！

16:50　解散 整列・挨拶をして解散。この後は自主練をしたり、

ウエイトやバイトに行ったり部員によって過ごし方は様々です。

全ての基本となるキャッチボールは

とても重要！先輩・後輩関係なくペアを組んで

行っています。

活動日

火 ・ 水 ・ 金 ・ 土 ・ 日の週５日

活動場所

西キャンパス内にある専用グラウンド

ji

部費
半期 5,000 円

(年間10,000円)

j

歴史
大正 12 年 (1923 年 ) 創立

　平日は二限終了後の 13 時から、休日は８時 ( もしくは 9 時 ) から練習を行っています。必修の授業が

ある際は授業が優先なので安心してください！部員の中には教職課程を取っている人や、資格取得に向け

てダブルスクールをしている人もいます。まずはお気軽にご相談ください！

　西キャンパス内にあるグラウンドは硬式野球部専用！練習日以外でもいつでも自由に使用できます。

i

部員数

４年　１６人 ( マネージャー４人 )

３年　９人 ( 学生コーチ 1 人 ・ マネージャー 1 人 )

２年　１２人 ( マネージャー２人 )

計 37 人

  私たち硬式野球部は現在部員が 37 名です。他の体育会と比べると決して大規模とはいえませんが、

37 名の部員が互いに切磋琢磨しながら学生主体で活動しています。部員の人数が多くないからこそ、部

員一人一人に活躍する場があります。

  一橋大学硬式野球部は、来年 2023 年に創部 100 周年を迎えます。新部室も今年完成し、着実に

「硬式野球部創部 100 周年記念事業」が進行中です！ぜひこの部の大きな節目となる 100 周年を一緒に

見届けましょう！

  硬式野球部の部費は半期 5,000 円となっています。これだけ

部費を抑えることができているのは OB 会の厚いご支援のおかげ！

伝統のある部だからこそ、OB とのつながりも深く OB 会に日々の

活動を支えていただいています！

基本情報

↑新築ピカピカの新部室です！ ↑部室内の備品も一新しました！

今日のバッティング練習は特打。二人ペアでロンティーや置きティー、
トレーニングなどにローテーションで取り組みます。



旧三商大戦

旧三商大戦とは？
　旧三商大とは一橋大学、神戸大学、大阪公立大学の三大学を指す通称です。これらの大学の前身機関

がそれぞれ東京商科大学、神戸商業大学、大阪商科大学であることから“三商”と呼ばれています。三

商大戦はこれらの大学間で行われる定期戦のことで、毎年８月末頃に開催されています。主催校は毎年

三大学が持ち回りで務めており、第 86 回目の開催となる今年は神戸大学が主催する予定です！

　昨年はコロナウイルスの影響もあり中止となってしまいましたが、一昨年は一橋大学が大阪公立大学一橋大学が大阪公立大学

に○ 4-3、神戸大学に○ 5-6 で勝利し、に○ 4-3、神戸大学に○ 5-6 で勝利し、４年ぶり９度目の優勝４年ぶり９度目の優勝を果たしました！

　今年も前回同様優勝を目指します！一緒に歴史ある交流戦で勝利を掴み取りませんか？

リーグ戦

とは違った緊張感があり、部員も毎

年楽しみにしている行事です！

プ ロ 野 球

でも使用される球場でヒットを打て

た時の快感は格別です！

　神戸大・大阪公立大が主催する

年は、開催地が関西になるため、試合前

後の観光も部員の楽しみの一つとなって

います！前泊をして神戸の街を観光した

り、試合後に USJ・海遊館に行ったり

と小旅行気分が味わえます

←
神戸前泊

→
試合後の

観光

広商遠征
2019 年夏の甲子園、そして今年春の選抜高等学校野球

大会にも出場した、高校野球の名門である広島商業高校高校野球の名門である広島商業高校と

一橋大学は古くから交流があり、その伝統は 50 年以上に及びます。

　一橋大学野球部は毎年 12 月下旬に同校に赴き、広商野球部の

皆さんと合同合宿を実施しています。普段の国立のグラウンドと

は異なる環境で、1 週間野球漬けの生活を送ることはとても貴重

な経験となります！また、合宿中は一緒に練習をするだけでなく

一橋の部員が講演をしたり、高校生に勉強を教えたりします。

　一昨年、昨年はコロナウイルスの影響で遠征は中止となってし

まいましたが、今年は実施される予定です。高校野球の名門校と

一緒に練習をし、野球についてより深く学んでみませんか？

～前回 (2019 年 ) の様子～

←合宿所では縦割り班で生活します

　広商の選手に

　勉強を教えることも！

←広商の校門にて

東都大学野球連盟

～人気の六大学、実力の東都～戦国東都

　一橋大学硬式野球部は東都大学野球連盟に所属しており、現在は３部リーグで戦っています。東都大学野

球連盟は計 22 の大学が競い合う関東最大の野球リーグで、毎年何人ものプロ野球選手を輩出しています。

シーズンごとに行われる、各リーグの最下位と優勝校による「入れ替え戦」は東都の名物でもあり、その入

れ替わりの激しさから「戦国東都」とも称されます。　

一緒にこの激しく華やかな舞台で戦いましょう！一緒にこの激しく華やかな舞台で戦いましょう！

日付日付 対戦校対戦校 会場会場 勝敗勝敗

9/1 大正大 上尾市民球場 ● 0-8

9/14 大正大 大田スタジアム ● 1-12

9/8 成蹊大 大和スタジアム ○ 8-7

9/10 成蹊大 大和スタジアム ○ 3-2

9/25 上智大 上智大グラウンド ● 3-7

9/26 上智大 上智大グラウンド ● 2-4

10/16 学習院大 NITTSU 浦和ボールパーク ● 0-2

10/28 学習院大 小野路球場 ● 3-5

10/25 順天堂大 上尾市民球場 ● 1-4

10/27 順天堂大 上尾市民球場 ● 2-3

～ 2021 年　秋季リーグ戦　試合結果～

　昨春は 3 部リーグで 3 位と好成績を残した一橋大学硬式野球部ですが、
昨シーズンは 3 部リーグ最下位と悔しい結果に終わりました。昨シーズン
はコロナウイルスの影響で入れ替え戦が行われなかったため、2022 年春
も3部リーグで戦えることが決定しています。我々の目標である 「3部優勝、
2 部昇格」に向け日々練習に取り組んでいます！

2021 年春には、現

４年（当時３年）の三家本が

38 打数 19 安打 打率 .500

で３部首位打者に輝き、表彰

されました！

↑ 2021 年 5 月 8 日　春季リーグ戦　

この日の試合では、順天堂大学を相手に○ 5-4

と逆転勝利をおさめました！

～ PREMIUM UNIVERSITIES 22 ～

東都大学野球連盟に今年１月から帝京平成大学が加わ
り、東都の新たな愛称が「PREMIUM UNIVERSITIES 22（略
称 プレユニ 22）」 となりました。 今シーズンから一橋もプ
レユニ 22 のロゴをユニフォームにつけてプレーする予定で
す！



秋季リーグ戦

をもって４年生が引退。

２週間の秋オフ明けから新体制へと切り替わります！

最後の学生生活、
硬式野球部で一緒に駆け

抜けませんか？

 February

2月

 October

10月

 December

12月

 January

1月

 March

3月

 November

11月

●秋季リーグ戦

●秋学期授業終了

●秋季リーグ入れ替え戦

●秋オフ

●冬学期授業開始

●オープン戦

●広商遠征

●年末年始オフ

●冬練

●冬学期終了・期末テスト

●春休み

●オープン戦

●春季オープン戦

●合格発表

●卒業式

10
リーグ戦もいよいよ後半戦。

最後まで諦めずに

貪欲に勝ちを狙いに行きます。

チームの

勝利のために、マネージャーも

力を尽くします！

新体制と

なって迎える初のオープン戦。

見つかった課題を解消するためにも

より一層練習に励みます！

12 月 末 の

広商遠征が終わると年末年始オフに突入。

下宿している部員の多くは実家に帰省し、心も

体もリフレッシュします！

約 2 週間の年末年始オフ

の後、新年の練習がスタートしま

す。また、冬学期のテストが終わる

と 1 年間の授業が終了するので、

この時期は野球に集中して取り

組むことができます！

←

年末最後の練習後には

忘年会もあります！

2 月には

オープン戦が実施されます。4 月

から始まる春季リーグ戦に向けて実戦の

感覚を取り戻していきます！

年間スケジュール

 April

４月

●入学式

●春季リーグ戦開幕

●春学期授業開始

　　　　　
入学おめでとう

部員一同グラウンドにてお

待ちしています！

一橋大学硬式野球部の

１年間のスケジュールです。

野球部に入れば毎日が充実した１年間にな

ること間違いなし！

野球部員として過ごす 1 年間をイメージす

るための参考にしてみてくださいね！

 May

5月

 June

6月

 July

7月

 August

8月

 September

９月

●春季リーグ戦

●春学期授業終了

　　

リーグ戦は約 2 か月間続

きます。

2 部昇格を目指して 1 試合 1

試合を大切に戦います！

●春季リーグ戦

●春季リーグ入れ替え戦

●夏学期授業開始

入れ替え戦は神宮球場で行われる

ことが多いです！ 2 部昇格をかけて神宮で一緒

に戦いませんか？
●春オフ

●夏学期終了・期末テスト

リーグ戦が終わると約

2 週間のオフ期間に突入です。

オフで体の調子を整え、本格

的な夏の到来に備えま

す！
●オープン戦

●旧三商大戦8

　 ほ と ん ど
のオープン戦は一橋のグラウンドで行わ

れます。オープン戦では低学年にも多くの出場機
会が与えられ、実戦経験を積むための貴重な機

会となります！

8 月の授業がない期間には、

部員同士で遊びに行くこともたくさんあります！

●秋季リーグ戦開幕

●秋学期授業開始

４年生にとっては最後の

リーグ戦がスタートします。

授業も再開し部員は大忙しです

が、気合を入れて試合に臨み

ます



　　QQ 入部のきっかけは？入部のきっかけは？

現役女子マネージャーに聞く　Q ＆ A現役女子マネージャーに聞く　Q ＆ A
野球部の現役女子マネージャーが 3 つの質問にありのままお答えします！野球部の現役女子マネージャーが 3 つの質問にありのままお答えします！

・チームスポーツに携わり自分を変えたい、挑戦してみたい、という思いで入部しました。野球部は選手・マネージャーの距離の近さと、・チームスポーツに携わり自分を変えたい、挑戦してみたい、という思いで入部しました。野球部は選手・マネージャーの距離の近さと、

役割に縛られず何ごとにも協力して取り組める環境が魅力です！役割に縛られず何ごとにも協力して取り組める環境が魅力です！

・何か一つのことに打ち込みたい気持ちと新しい挑戦をしたい気持ちから体育会のマネージャーに興味を持ちました！その中で野球・何か一つのことに打ち込みたい気持ちと新しい挑戦をしたい気持ちから体育会のマネージャーに興味を持ちました！その中で野球

が好きだったことと、選手も積極的にマネ新歓をしている部の雰囲気に惹かれて入部を決めました！が好きだったことと、選手も積極的にマネ新歓をしている部の雰囲気に惹かれて入部を決めました！

・大学生活を通じて何かを頑張れた！と誇れるものが欲しくて、体育会のマネージャーや学祭実行委員などを見ていました。その中・大学生活を通じて何かを頑張れた！と誇れるものが欲しくて、体育会のマネージャーや学祭実行委員などを見ていました。その中

でも父が野球好きだったこと、新歓の際に部員同士とても仲が良さそうだったことから野球部に入部を決めました。でも父が野球好きだったこと、新歓の際に部員同士とても仲が良さそうだったことから野球部に入部を決めました。

　　QQ マネージャーとしてのやりがいを感じるときは？マネージャーとしてのやりがいを感じるときは？

・チームが勝ったとき。勝利のために部の一員として貢献したいという気持ちで常に取り組んでいます！他にも自分の仕事に対して・チームが勝ったとき。勝利のために部の一員として貢献したいという気持ちで常に取り組んでいます！他にも自分の仕事に対して

周りの人から「お疲れ様」などと声をかけてもらえた時、頑張ってよかったなと思います。周りの人から「お疲れ様」などと声をかけてもらえた時、頑張ってよかったなと思います。

・大きな仕事を終えた時。私は会計を担当していて他のマネージャーよりも仕事の終わりや成果が分かりやすいので、仕事が無事に・大きな仕事を終えた時。私は会計を担当していて他のマネージャーよりも仕事の終わりや成果が分かりやすいので、仕事が無事に

ひと段落した時にほっとすると同時に達成感ややりがいを感じます。ひと段落した時にほっとすると同時に達成感ややりがいを感じます。

・チームの勝利はもちろん、部員の頑張りに応援や労いの言葉をもらう時にやりがいを感じます。ただ強いだけでなく、勝利の喜び・チームの勝利はもちろん、部員の頑張りに応援や労いの言葉をもらう時にやりがいを感じます。ただ強いだけでなく、勝利の喜び

を一人でも多くの人と分かち合えるチームを作りたいという思いが一番のモチベーションです。を一人でも多くの人と分かち合えるチームを作りたいという思いが一番のモチベーションです。

・チームが勝った時。どんな仕事も結局は勝つためにやっていることなので、やっぱりチームが勝った時が一番やりがいを感じます。・チームが勝った時。どんな仕事も結局は勝つためにやっていることなので、やっぱりチームが勝った時が一番やりがいを感じます。

また自分の仕事を無事にやり終えることができた時に、やりきったという達成感を感じます。また自分の仕事を無事にやり終えることができた時に、やりきったという達成感を感じます。

　　QQ マネージャーとはどんな存在？マネージャーとはどんな存在？
・チームを動かす歯車的存在！全員が力を発揮し嚙み合いながら、日々組織を支え前進させています。選手のサポートから規模の大・チームを動かす歯車的存在！全員が力を発揮し嚙み合いながら、日々組織を支え前進させています。選手のサポートから規模の大

きな仕事まで、主体的に考え誇りを持って強いチームづくりに取り組む、自慢のマネ組織です！きな仕事まで、主体的に考え誇りを持って強いチームづくりに取り組む、自慢のマネ組織です！

・裏方と主役の両方の面から部を支える存在。選手のサポートからマネージャー主体の取り組みまで、幅広く多様な経験ができるの・裏方と主役の両方の面から部を支える存在。選手のサポートからマネージャー主体の取り組みまで、幅広く多様な経験ができるの

はマネージャーだからこそだと思います。一人一人が魅力的で頼れる存在です！はマネージャーだからこそだと思います。一人一人が魅力的で頼れる存在です！

・チームに必要な存在。やはり選手がプレーに全力を出すためには、マネージャーが運営や事務を滞りなく行うことが重要だなと感・チームに必要な存在。やはり選手がプレーに全力を出すためには、マネージャーが運営や事務を滞りなく行うことが重要だなと感

じます。また、マネージャーの出来ることや仕事が増えることで部としてのできることも広がるのではないかと考えています。じます。また、マネージャーの出来ることや仕事が増えることで部としてのできることも広がるのではないかと考えています。

・縁の下の力持ち！グラウンドワークとしての練習のサポート、事務作業など裏方作業は多いです。でもそれは選手が円滑に練習を・縁の下の力持ち！グラウンドワークとしての練習のサポート、事務作業など裏方作業は多いです。でもそれは選手が円滑に練習を

行い、良い結果をもたらすためには重要な仕事！だからこそ部に携わるやりがいを見いだせるのかなと思います！行い、良い結果をもたらすためには重要な仕事！だからこそ部に携わるやりがいを見いだせるのかなと思います！

私たち
硬式野球部のマネージャーは、部の目標である「3 部

優勝 2 部昇格」を達成するために、互いに助け合いながら日々活動し

ています。チームの運営と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、

マネージャー同士はもちろん、選手とも協力しながら取り組んでいけるので心配はいり

ません！野球が大好き！なあなたも、野球のルールはいまいち分からない…というあなたも、

何かに打ち込んでみたい！という気持ちがあれば大丈夫です。硬式野球部のマネ組織をより素

敵なものにしていくためにも、一緒に頑張っていってくれる仲間を大募集中です！体育会

のマネージャーという経験から学べることは、自分にとって何にも替え難い貴重なも

のとなります。

最後の学生生活、私たちと一緒に同じ目標に向かって駆け最後の学生生活、私たちと一緒に同じ目標に向かって駆け

抜けませんか？抜けませんか？

一緒に

頑張りましょう！

女子マネージャー

　硬式野球部を構成しているのは選手だけではありません。日々の練習、そしてリーグ戦で勝利するため

には女子マネージャーの存在が必要不可欠です！選手とマネージャー、立場は違えどチームの一勝を目指す熱

い気持ちに差はありません。そんな野球部のマネージャーの仕事は多岐に渡り、どんな人にも必ず活躍する場

所があります。自分の長所を活かして硬式野球部で輝いてみませんか？

Ground Work
●ビデオ撮影

守備や打撃、投球のフォームをチェックできるようにビデオで

撮影します。撮影した動画は練習後に部内限定の You Tube に

アップしていつでも見られるようにしています。

●タイムキープ・吹笛

各練習メニューの時間を計り、笛を吹いて選手に時間を知らせ

ます。

●ドリンク作成

麦茶と野球部オリジナル配合のスポーツドリンクの二種類を作

ります。

●ボール出しなど練習サポート

バッティングマシーンにボールを入れたり、ノッカーにボール

を手渡したりします。

●アイシング

投球練習を終えたピッチャーの肩や肘にアイシングを巻きます。

怪我の防止のため丁寧に行います。

During Games 
●スコア記録

スコアラーとしてベンチに入り、スコアを書きます。最初は難

しく感じるかもしれませんが、慣れればスラスラ書くことがで

きます！

●アナウンス

選手の名前・打順・ポジション等をお知らせするウグイス嬢の

仕事。円滑に試合が行われるためには欠かすことのできない重

要な仕事です。

●ビデオ撮影

選手が自らのプレーを振り返ったり、相手校の分析に使用した

りします。

●写真撮影

試合中の選手の姿を撮影。選手のナイスプレーや笑顔をカメラ

に収めます。

●試合速報

OBOG の方や保護者の方向けに試合の情報を配信します。

●審判対応

審判さんへ飲み物を提供したり控室にご案内したりします。

Team Management

●会計

日々の出納状況のチェックや、決算報告・予算編成などを行い、部のお金を管理します。

● OBOG 担当

チームの活動は OBOG の方々によって支えられています。日頃から OBOG の方々と連絡を取り、重要事項に関して共に協議するの

もマネージャーの仕事の一つです。

●広報

公式ホームページを更新したり、OBOG の方・保護者の方にメールマガジンを配信したりして、部の活動状況や試合情報等を発信し

ます。また Twitter や Instagram などの SNS でも様々な情報をお伝えしています。

●トレーナー

スポーツジム・ヘルスラボスポーツと連携してランニングやトレーニングのメニューを考え、チームのフィジカル強化を図っています。

● 100 周年記念事業

いよいよ来年に迫った創部 100 周年に向けて、グラウンド改修や記念冊子作製、式典運営など様々な仕事を行います。記念すべき

100 周年を盛大に迎えられるように、着々と準備を進めています。

選手が自らのプレーを振り返ったり、相手校の分析に使用した

●アナウンス

スコアラーとしてベンチに入り、スコアを書きます。最初は難

しく感じるかもしれませんが、慣れればスラスラ書くことがで

この春、マネー

ジャー室が新たに完

成しました！マネー

ジャー業務をするの

にぴったりのとても

快適な空間です。ぜ

ひ一度実際に見に来

てくださいね！



現役男子マネージャーに聞く　Q ＆ A現役男子マネージャーに聞く　Q ＆ A
野球部の現役男子マネージャーである井上が 3 つの質問にありのままお答えします！野球部の現役男子マネージャーである井上が 3 つの質問にありのままお答えします！

　　QQ なぜ選手から男子マネージャーに転身したのですか？なぜ選手から男子マネージャーに転身したのですか？
元々、入部前から学生コーチという役割に興味があり２年のリーグ戦が終わったタイミングで転身しようと考えていました。コロナ元々、入部前から学生コーチという役割に興味があり２年のリーグ戦が終わったタイミングで転身しようと考えていました。コロナ

ウイルス感染拡大の影響で選手としての活動時間が想定していたよりも短くなってしまったので少し悩みましたが、転身したほうがウイルス感染拡大の影響で選手としての活動時間が想定していたよりも短くなってしまったので少し悩みましたが、転身したほうが

よりチームの勝利に貢献できると思ったので、新チームから学生コーチになることを決めました。よりチームの勝利に貢献できると思ったので、新チームから学生コーチになることを決めました。

←

選手時代の井上。

選手として臨んだ最終戦の対学習院大の試合では見事

ヒットを放ちました！

　　QQ 学生コーチとしてのやりがいを感じるポイントは？学生コーチとしてのやりがいを感じるポイントは？

沢山ありますが、試合中にサインや指示を出すときは特にやりがいを感じます。試合の中での仕事は、結果となってはっきり現れる沢山ありますが、試合中にサインや指示を出すときは特にやりがいを感じます。試合の中での仕事は、結果となってはっきり現れる

ので責任も多くなりますが、とてもやりがいがあります。もちろん、練習中にノックやバッティングピッチャーをしたりアドバイスので責任も多くなりますが、とてもやりがいがあります。もちろん、練習中にノックやバッティングピッチャーをしたりアドバイス

をしたりするのもやりがいを感じます。をしたりするのもやりがいを感じます。

　　QQ 野球への向き合い方や部活に対する見方に関して、選手時代野球への向き合い方や部活に対する見方に関して、選手時代

との違いはありますか？との違いはありますか？

選手をやっていたときは自分がどうやったら試合に出て、チームの勝利に貢献できるようになるかを考えていたので、なかなか他の選手をやっていたときは自分がどうやったら試合に出て、チームの勝利に貢献できるようになるかを考えていたので、なかなか他の

選手のプレーや団体としての動きに目を配る余裕がなかったです ( 自分だけかもしれませんが笑 )。今は選手の力をどうやったら勝利選手のプレーや団体としての動きに目を配る余裕がなかったです ( 自分だけかもしれませんが笑 )。今は選手の力をどうやったら勝利

に繋げられるかを考えるようになったので、選手の長所や短所、チームとしての動きをより注目して見ることができるようになったに繋げられるかを考えるようになったので、選手の長所や短所、チームとしての動きをより注目して見ることができるようになった

と感じます。と感じます。

　　新入生に一言お願いします！新入生に一言お願いします！
この文章を読んでいるそこのあなた！この野球部では部員全員が自主性を持って活動しているので、今までとは一味も二味も違う経この文章を読んでいるそこのあなた！この野球部では部員全員が自主性を持って活動しているので、今までとは一味も二味も違う経

験ができるのではないかと思います。2 部昇格を目指す仲間として一緒に活動できるととても嬉しいです！験ができるのではないかと思います。2 部昇格を目指す仲間として一緒に活動できるととても嬉しいです！

男子マネージャーとし

て一緒に頑張っていく仲間を

大募集中です！

男子マネージャーという立場からチーム

に関わることはとても貴重な経験となり、

新たな視点から野球に関わっていくこと

ができるようになります。

チームの勝利という目標を達成する

ために一緒に頑張りましょう！

←

ノックをする井上。

→

試合中の井上。

監督の持丸と一緒

に作戦を考えます。

男子マネージャー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
男子マネージャーとは男子マネージャーとは

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

硬式野球部のマネージャーは女子だけではありません。

学生が主役の大学野球だからこそ、男子マネージャーは欠かせない存在。

「学生コーチ」と「主務」の二つの顔を持ち、

技術・戦術の面と、組織・運営の面、その両方から部を支えています。

野球は好きだけど大学野球で選手としてやっていけるのか不安と思っている方、

男子マネージャーという選択肢も視野に入れてみませんか？

男子マネージャーという新たな角度から野球と関わり、

勝利の喜びを共に味わいましょう！

男子マネージャーの役割男子マネージャーの役割

主務ひ学生コーチ

一つ目の顔は、チームを技術・戦術面で支える「学生コーチ」。

練習や試合をスムーズかつ効果的に進めるための役割です。具体

的には、ノッカーやバッティングピッチャーを務め練習をサポー

トすること、選手にフォームや体重移動のコツなどをアドバイス

すること等が挙げられます。また、試合の際にはアップなどの準

備や進行を行ったり、監督と連携して戦術を練ったりすることも

あります。

　学生コーチの存在は大きく、とりわけ外部の監督やコーチが所

属していない弊部では、全体を客観的に見渡すことのできるその

存在が、学生主体のチーム体制の一つの軸を担っていると言える

でしょう。

　学生コーチの役割は明確に細分化されていないこともその特徴

です。強いチーム作りのためにできる仕事は、アイデア次第で大

きく広がります。コーチの経験はゼロという人がほとんどかもし

れませんが、まずは先輩と一緒に練習のサポートから学べるので

大丈夫。あなたもチームを支える存在として、勝利を目指し戦っ

てみませんか？

二つ目の顔は、チームの組織・運営を担う「主務」。マネージャー

としての色合いが濃い役割です。中心となる仕事としては、弊部

が所属している東都大学野球連盟とのやりとり、OBOG の方との

連絡窓口となること等が挙げられます。連盟や他大学のチームと

連絡を取り合い、リーグ戦やオープン戦の日程を組んで試合を運

営するのも主務の仕事。まさにチームが戦う上で欠かせない存在

です。

　チームのマネジメントは女子マネージャーの役割でもあるため、

主務と女子マネとの連携も大切。より野球そのものやチーム状況

に精通している点を活かし、チームの外部と関わることが多いの

がその特徴です。

　主務は部の内と外をつなぎ、チームの組織はもちろん、リーグ

戦全体の運営にも関わる重要な存在。主務がいないと何も始まら

ない！と言っても過言ではありません。チームのマネジメントに

挑戦してみたい、選手が活躍する舞台を作ってみたい、などチー

ム運営に興味のある方の入部をお待ちしています！

　今年度は、４年持丸が選手兼監督、４年池田が選手兼監督代行、３年井上が学生コーチ兼主務、2 年重松が選手兼副務を務めていますが、

年度によっては選手が主務を掛け持つこともあったり、最初から男子マネージャーとして入部した部員が主務→学生監督を務めたりと、様々

な形態を取りながらチームが運営されています。

　このようにチーム状況にあわせて流動的な体制を取ることができるのも学生主体でチームが運営されている硬式野球部ならではです。

　選手として入部した後にマネージャーに転向することも可能ですし、もちろん最初からマネージャーとして入部する方も大歓迎です。

　何か少しでも質問などありましたら、お気軽にご相談ください！



＜オフの日＞

08:30 起床・朝食

じ　

　法学部・外野手

　重松 大誠　の場合

おはようございます。新し
い一日の始まりです。眠い
です。ご飯を作るところか
ら始めましょう。どうも料
理男子です。

10:30 2 限 憲法

溜まったオンデマンドでも消費
しましょう。真面目に勉強して
おります。

12:30 昼食

13:00 ウエイト
お腹いっぱいになったところで
ジムにレッツゴー。ムキムキに
なるという気合でウエイトに励
んでいます。

14:30 自由時間
大体この時間は課題に当てたり、昼寝を
したりと自由なことをします！最近はド
ラマをよく見ます！おすすめは韓国ドラ
マの「わかっていても」ですかね。

17:00 5 限　PACE

19:00 夕食

バイトが休みの日は PACE の友人宅で
一人暮らし会をします。いつの間にか夜
遅くなっています。

23:00 帰宅

25:00 就寝
明日は練習なので寝ます！おや
すみなさい！

じ　

　経済学部・マネージャー

　向井 真子　の場合

05:30 起床

06:30 アルバイト

早起きを頑張れば朝の時間
も有効に使えます。お陰で
早起きに慣れました。

10:30 2 限 線形代数Ⅱ

13:15 3 限 微分積分Ⅱ

数学は経済学部の必
修科目。大学の数学
は難しい。

15:00 図書館で勉強

ついつい溜めてしまいがち
なオンデマンドの授業を受
けます。空いた時間を利用
して計画的に。

18:00 夜ご飯

忙しいと昼ご飯を食
べ そ び れ て し ま う
ので食べられる時に
しっかり食べます。

19:00 アルバイト

今度は塾でのアルバイトです。部活がある日は疲
れてしまうのでなるべくオフの日に入れています。

22:00

24:30

帰宅

就寝

部員の一日
硬式野球部の部員はどのような一日を過ごしているのでしょうか？

２年部員のとある一日のスケジュールをお見せします。

硬式野球部に入部すれば練習のある日もオフの日も充実すること間違いなし！

これからどんな楽しい大学生活が待っているのか、ぜひ参考にしてみてください！

＜練習のある日＞ じ　

　社会学部・マネージャー

　岩本 司　の場合

06:30

10:45

起床

2 限 スポーツ演習

12:30

社会学部必修のスポーツ
演習。同じ学部の同期と
一緒にフリスビーの授業
を取りました！

昼食

友人と学食で食べたり、バイト
先のパン屋さんでもらったパン
を食べたりします。

13:10 部活開始

２種類のドリンクを作るこ
とが最初の仕事です。練習
中には吹笛、ボール出し
やアイシングなど、マネー
ジャーの仕事は沢山ありま
す！

18:30 夜ご飯

この日は練習後に先輩
方・同期と一緒にお好み
焼きを食べに行きまし
た！練習後には部員と一
緒にご飯を食べることも
あります！

22:00 帰宅

家に帰ったら、PACE や二外
の課題を消化します。１年生の
うちは必修が多く大変ですが、
テストに備えてコツコツと勉強
するのがカギです！

24:00 就寝

明日も 2 限に授業があるので、
早めに就寝して備えます。おや
すみなさい！

じ　

　商学部・内野手

　室 祥太　の場合

08:00 起床

10:45 2 限 マーケティング入門

オンラインの授業はサボりがち
ですが、貯めすぎずにコツコツ
と消費していきます。

12:30 昼食

練習がある日は学食で食べる日
が多いです。練習に向けて沢山
食べます！

13:10 練習開始

全体練習開始です。3 部優勝を
目指して全力で練習に取り組み
ます！

15:15 4 限 PACE

練習を途中で抜けて必修の授業
を受けます。この授業は落とす
と再履修になってしまうのでな
んとしても単位を取らなければ
いけません！

19:00 バイト

塾でのアルバイト。日々の食事
や野球用品、オフの遊びのため
にはバイトも大事です。

24:00 就寝

夕食を済ませて就寝。寝る子は
育つ！おやすみなさい！



OB ・ OG ページ
　硬式野球部は、一橋大学の数ある団体の中でも最も長い歴史と伝統を持つ部の一つで、来年 2023 年には創部 100 周年を迎えま

す。弊部の OBOG の方々によって構成される「一球会」の会員は５００名を超え、運営面・財政面でのサポートや練習環境の整備等、

OBOG の方々には日頃より多大なるご支援を頂いています。

　また、多くの先輩方が硬式野球部での４年間の活動を活かしながら様々な業界の第一線で活躍されています。この度、一昨年度に卒

業された 2 人の先輩方より新入生の皆さんに向けてメッセージをいただきました！

阿部　誠也 様

令和 3 年卒。帝人ヘルスケア入
社。現役時代は主将としてチーム
を牽引。打線の主軸として活躍し
勝利に貢献した。

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

大学生活を始めるにあたって、期待や不安を胸に授業、ゼミ、部活、サークル、バイト等で様々

な選択肢を目の当たりにしていることでしょう。

単刀直入に言うと、私は野球部に在籍していた時も、社会人として働いている今も、一橋の硬

式野球部に入部して頑張ってよかったと実感しています。切磋琢磨し合う仲間が周りにいて、

損得勘定なくひとつの目標に向かう経験ができるのは、おそらく大学生活が最後でしょう。そ

の経験を一橋の野球部でできたことが大きな財産であると私は思います。

皆さんの先輩にあたる上級生は私が主将の時に 1,2 年生でした。常に向上心と芯の強さを持っ

ています。皆さんは上級生からたくさんの経験やノウハウ、考え方を学び、成長できると思い

ます。

パンフレットを読んでいただいた皆さんに、一橋硬式野球部の魅力を少しでも感じてもらえた

ら幸いです。

皆さんの大学生活が実りあるものになりますよう、心から願っております。

粟　圭史郎 様

令和 3 年卒。京王電鉄入社。現
役時代は監督としてチームをま
とめ上げ、4 部優勝・3 部昇格に
大きく貢献した。

新入生の皆さま、ご入学おめでとうございます。

私にとって野球部での 4 年間は、一生の財産となる日々でした。

1 年生の春、大いに悩んだ末に私は「マネージャー」として入部しました。そこからの 4 年間、

チーム体制の変化もあり最上級生の 1 年間は監督を務めさせていただきました。入部の時はま

さか自分が監督になるなど考えたこともなく、それに加えて、最後の 1 年間はコロナ渦という

想像していないことの連続でした。

それでも、「野球が好き」「勝ちたい」という同じ想いを持った仲間がいたから、乗り越えるこ

とができました。

悩んだ日も、悔しい想いをした日もたくさんありましたが、4 年間の最後の試合で 3 部昇格を

果たすことができた日のことは忘れることはありません。「勇気を出して入部してよかった」と

心から思いました。

そして、その 3 部の舞台で生き生きと戦っている後輩たちを頼もしくも思います。

野球部での 4 年間の可能性は無限大です。きっと、想像以上に刺激的でかけがえのない 4 年間

になるはずです。

皆様が新たに踏み出す一歩に、硬式野球部を選んでいただけたのなら、大変嬉しく思います。

卒業生進路 ( 抜粋 )

伊藤忠商事　NTT 東日本　大林組　共同通信社　京王電鉄　経済産業省　厚生労働省　国際協力銀行　サントリー　JFE エ

ンジニアリング　JR 東海　JR 東日本　住友生命　全日本航空　大成建設　中部電力　テレビ朝日　電通　東京海上日動火災

保険　東京ガス　東京電力　東京都庁　東レ　日興コーディアル証券　日本経済新聞社　日本航空 (JAL)　日本製鉄　日本総

合研究所　日本放送協会 (NHK)　日本郵船　農林中央金庫　野村アセットマネジメント　野村証券　野村不動産　日立製作

所　富士フイルム　ボストンコンサルティンググループ　丸紅　みずほ銀行　三井住友銀行　三井物産　三井不動産　三菱地

所　三菱商事　三菱 UFJ 銀行　読売新聞社　一橋大学院　一橋法科大学院

FAQ
新入生の皆さんのよくある疑問に野球部員が答えます！

Q. 授業にはきちんと出席できますか？
A. 平日の練習は火曜・水曜・金曜の 3 限以降の時間に行って

おり、それ以外の時間帯の授業であれば全て自由に履修する

ことができます。また、PACE や第二外国語等必修の授業や

ゼミなどはどの時間でも履修できます。

　グラウンドが西キャンパス内にあるため、練習を抜けてす

ぐに授業に出られますし、授業後にもすぐに練習に戻ること

ができます！

A. 運動をしていない期間のブランクこそありますが、

慣れれば身体も感覚も戻ってくるので大丈夫。浪人時

代を経て活躍している部員もたくさんいます！野球が

好き、大学で野球に打ち込みたいという気持ちさえあ

れば大丈夫です！

Q. 浪人生だと不利なことはありますか？

Q. 軟式野球出身でも大丈夫ですか？

A. 軟式しか経験がなくても大丈夫です！中高と軟式野球部で

大学から硬式野球を始め、1 年生から試合で活躍している選

手がたくさんいます！

Q. 資格試験取得や大学院進学のための勉強も

できますか？

A. 忙しい日々にはなりますが、時間を上手に使うことで部活

と勉強の両立は十分可能です！過去にはダブルスクールをし

ながら部活に打ち込み、司法試験等に合格した先輩や大学院

に進学した先輩もいらっしゃいます。

Q. アルバイトはできますか？

A. もちろん可能です！ほとんどの部員がオフの日や練習後に

アルバイトをしています。飲食業や塾講師のアルバイトをし

ている部員が多く、二つ以上のアルバイトを掛け持ちしてい

る部員も一定数います。

　グラウンドが西キャンパス内にあるため、練習を抜けてす

ぐに授業に出られますし、授業後にもすぐに練習に戻ること

好き、大学で野球に打ち込みたいという気持ちさえあ

れば大丈夫です！

好き、大学で野球に打ち込みたいという気持ちさえあ

他にも

何か質問があれば

部員に気軽に

相談してくださいね！

部員アンケート

商

11 人

経済

９人

法

５人

社会

12 人 ～ 15 分

　13 人

15 ～ 30 分

　1 人

30 分～ 1 時間

　　9 人

1 時間～ 1 時間半

　　　7 人

1 時間半～ 2 時間

　　　2 人
～学部～ ～通学時間～

元々の定員が少な

い影響もあり、法

学部の部員が少な

めの結果に。どの

学年も全学部揃っ

ているので、部員

同士助け合いなが

ら授業を受けてい

ます。

一人暮らしの部員

が多いことから、

～ 15 分以内の回

答が最も多くなり

ました。実家暮ら

し の 部 員 の 大 半

は 1 時間半以内で

通学できる場所に

住んでいるようで

す！



部員紹介 ①学部　②出身校　③ポジション　④身長 ・ 体重

Mochimaru Koki
持丸　航毅

①社会
②桜修館中等教育 ( 東京 )
③投手
④ 182cm ・ 82kg

Ikeda Kentaro

池田　健太郎

①社会
②東京学芸大学付属 ( 東京 )
③外野手
④ 170cm ・ 73kg

Ota Kyosuke

大田　響介

①商
②小石川中等教育 ( 東京 )
③投手
④ 172cm ・ 71kg

Goi Haruki

五井　晴己

①社会
②藤島 ( 福井 )
③内野手
④ 172cm ・ 73kg

Kojima Kazuhiro
小島　和紘

①経済
②渋谷教育学園幕張 ( 千葉 )
③外野手
④ 182cm ・ 83kg

Nakamura　Yutaro
中村　悠太郎

①法
②湘南 ( 神奈川 )
③投手
④ 175cm ・ 75kg

Hatakeyama Shumpei
畠山　駿平

①経済
②都立国立 ( 東京 )
③内野手
④ 169cm ・ 68kg

Fujita Kazushi
藤田　和志

Fujimoto　Kentaro

藤本　健太郎

①商
②熊本 ( 熊本 )
③投手
④ 180cm ・ 67kg

4 Senior
打者と投手だけでなく、 監督と選手

も兼任する大谷もびっくりの二刀流。

さらには高身長で俊足のイケメン君。

ちょっとだけ太っていてちょっとだけハ

ゲているのがたまに傷。 同期マネ K

とずぶずぶの関係であることは内緒。

堅実な仕事ぶりがチームメイトから
評価され、 主務から監督代行へ順
調に昇進したものの、 実家が更地
になった。 笑いのためなら何でも口
に含むことができる。 調子に乗った
部員はあらゆるハラスメントを用い
て泣かせる。 それで本当に泣かさ
れた美咲はかわいそう。

3030

4747

1111
科学部の 140km/h 右腕。 過激派な
彼の評価をめぐって部内は見事に二
分され、 某マネージャーに話がつま
らんと一蹴される一方で、 半ニヤケ
で彼を信仰する FC 会員が後を絶た
ない。 来季こそはホームランを打た
れないシーズンを過ごしたい。

福井の未来を託された束縛系クール
ボーイ。 見栄えにこだわる彼は、 プ
レーもウェアの着こなしも、 速さはと
もかく走る姿だって超カッコいい。 「焼
肉奢る」 で同期マネ K を釣り課題を
やらせるが、 むしろ叙々苑で奢れる
俺はカッコいいと思っている。 知らん
けど。

55
圧倒的なフィジカルを持つスラッ
ガー。 ウェイトや食事の知識を後輩
に伝えるも、 2 年川嶋には聞いても
らえない。 酒が入ると真っ赤な顔で
セクハラをかますので良い子のみん
なは真似しないでね。 ここ最近は「し
らね豚にすなよ！」 しか言えなくなっ
てしまった。

33

ボリューミーな天パ茶髪の毛並みに、
曖昧な滑舌から発せられる「～だゔぇ」
の鳴き声が特徴的な名犬チャッピー
（２２さい） は、 今日も選手のゴシップ
を嗅ぎ分ける。 しかし名犬と言えども
人間生活は難しいのか、 常に金欠の
多重債務犬と成り果てている。

4141

チームが誇る長距離砲筋肉ダル

マ。 練習中も時間を見つけてはプッ

シュアップとワンレッグデッドリフトに

勤しんでいる。 彼の私生活は謎に

包まれているが、 名犬中村だけは

唯一その全貌を知っているらしい。

77

180 ｃｍ超えの大男。 熊みたい。 た
だでさえ体がでかいのに態度もでか
い。 気持ちを素直に表現することが
できず、 いつも某同期への当たりが
強いが、 本当は繊細な一面をあわせ
持つ心優しい人間 （のはず） なので
ご安心を。 ＫＰＯＰ好きなところだけは
気が合う。

1010
奇跡の線形代数５連敗左腕。 人当た

りがよく、 個性の強い同期において

全員と仲の良いハブ役を担うが、 得

意のノリの良さは財布の状況で一転

する。 カネ、 オンナ、 バイトと同期の

笑いの起点になる藤本の近況に今後

も注目。

①経済
②柏陽 ( 神奈川 )
③内野手
④ 183cm ・ 88kg

1414

Mikamoto Naoki
三家本　直希

①商
②川和 ( 神奈川 )
③内野手
④ 176cm ・ 75kg

Honda　Keisuke
本田　啓将

Motoyoshi Koichiro Utsumi Kazune

Miura Misaki

Kobayashi Mikiko

本吉　晃一朗 内海　和音

三浦　美咲

小林　未希子

①社会
②県立船橋 ( 千葉 )
③外野手
④ 164cm ・ 69kg

①商
②市立千葉 ( 千葉 )
③投手
④ 178cm ・ 78kg

①社会
②明善 ( 福岡 )
③マネージャー

①社会
②渋谷教育学園幕張 ( 千葉 )
③マネージャー

①商
②富士見 ( 東京 )
③マネージャー

Furukawa　Mahoko
古川　真穂子

3 Junior

Inoue Masaya
井上　雅也

①法
②市立金沢 ( 神奈川 )
③学生コーチ

Oshikawa　Yuki
押川　裕紀

①経済
②宮崎大宮 ( 宮崎 )
③捕手
④ 171 ｃｍ ・ 68 ｋｇ

①社会
②宇都宮短期大付属 ( 栃木 )
③マネージャー

小柄で優しいが故に大変ないじりを
受けてきた彼は、 弱い自分を変える
ため 「残りの人生、 苦しいことしかし
ない」という一大決心をする。 ストイッ
クなようで、 後を楽にするための就
活はしないなど異常性を孕んだこの
誓いは、 本当に彼の人生を好転させ
るのか。

44
強い母親と優しい父親から産まれた我
らが主将。 海で溺れ死にかけたり自
転車事故で血まみれになったり一人暮
らしを始める日に親と喧嘩したりとロッ
クな人生を送る。 モテたい一心で就活
も頑張るがどうも 23 卒は無理そう。 あ
と元カノとはどうせまた復縁する。

11

浪人期にベンチプレスをやり込み手
に入れた圧倒的筋肉美を誇る二浪。
打っては柵越え連発、 投げてはサイ
ドから 140 に迫る球速、走ってはチー
ムトップクラスの俊足。 もういいわ、
全然言うことねえわ。 やっぱ本吉強ぇ
わ。 もうダメだ。 強い。

22 MGMG

野球部一の秀才。 球技が得意。 ミー

ティングでは支離滅裂な発言をする

本田の通訳としても活躍する。 お笑

い好きだが、 自分の話術には全く活

かされていない。 信じられないくらい

モテるため、 現在は彼氏候補を 5 人

以上キープしているらしい。

MGMG
頼れるフィジカル担当。 自分でもよく

勉強していてほんとすごいです。 好き

なタイプはマッチョ。 好きな筋肉は大

胸筋。 先の OB 総会ではミュートを切

り忘れて音が入る大やらかしをした。

これは本当に反省してください。 ちな

みに飲み会でよく消える。

MGMG
ブレないピザガール。 デートの食事は
8 割がピザ。 男を遠ざけるためなら手
段を問わない彼が流した噂のせいで
サイコパスだと 3 年選手に怖がられて
いる。 4 年商学部の柱として人に尽く
し何事にも動じなくなったその精神に
より、 重い愛を喰らっても飄々としてい
る。

MGMG

ヒラのマネージャーからマネ長に登り
つめた。 同期とは飲みに行かないし
飲みに行っても全然飲まないと思い
きや、 外では飲みサーの姫をやって
いることがこの間発覚した。 同期か
らのあらゆるイジりも 「ハイハイ、 わ
かったわかった」 でスルーする。

東都 3 部通算打率 .500 という数字を
残しながらも選手を引退し、 学生コー
チに転身。 ずば抜けた運動センスと
持ち前のルックスと歌声で何人もの
女の子を口説いてきた。 今年からは
一人暮らしを始め、 連れ込み放題。
モテる要素を全て兼ね備えたこのイ
ケメンになぜ彼女ができないのか、
不思議でならない。

2020

大学生活 5 年目の九州男児。 三浦

春馬似のルックスで持て囃されたのも

束の間、 キレ芸で同期マネを泣かせ、

ビジネス宮崎弁で失笑をかう。 彼が

投げるボールからは電流が流れるの

は野球部の七不思議である。
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Kawashima　Keita
川嶋　敬太

①社会
②小石川中等教育 ( 東京 )
③捕手
④ 171 ｃｍ ・ 72 ｋｇ

Shigematsu　Taisei
重松　大誠

①法
②西大和学園 ( 奈良 )
③外野手
④ 178 ｃｍ ・ 68 ｋｇ

Kiryu Hiroki
桐生　大暉

Hasegawa　Shion
長谷川　志温

①経済
②横浜市立南 ( 神奈川 )
③内野手
④ 172 ｃｍ ・ 63 ｋｇ

Maeda　Daisuke
 前田　大輔

①社会
②湘南 ( 神奈川 )
③捕手
④ 165 ｃｍ ・ 57 ｋｇ

Matsushita　Tomoki
松下　智紀

①商
②海城 ( 東京 )
③内野手
④ 170 ｃｍ ・ 64 ｋｇ

Muro Shota
 室　祥太

①社会
②東京学芸大学付属 ( 東京 )
③投手
④ 177 ｃｍ ・ 75 ｋｇ

森田　壮真

Iwamoto　Tsukasa
岩本　司

Mukai Mako
向井　真子

①経済
②山脇学園 ( 東京 )
③マネージャー

①社会
②都立戸山 ( 東京 )
③マネージャー

ボ ー ダ ー が ト レ ー ド マ ー ク の モ ン
スターデブ。 初対面で浪人マネに
みんな現役だと自慢し嫌われた。
様々な場面でみんなからキモがら
れ、 性癖が歪んでいたり打ち方も
独 特 だ っ た り、 毎 日 モ ン ス タ ー を
飲んでいたりなど、 もう可愛く見え
る。 しかし色恋沙汰は皆無なようだ。

1919
イライラが原動力の角刈り二刀流。
好 き な 曲 は YOASOBI の 「 怪 物 」。
彼のイヤホンには、 常にこの曲が流
れている。 グラウンドではいつも怪物
のようにどでかい雄叫びを上げてい
る。 プレーも怪物級で、 リーグ戦防
御率は無限大。 モノマネと一発芸が
得意。 好きな芸能人はミルクボーイ
の駒場。

1717

ぱっと見は爽やかイケメンだが、 中身
は部員の Zenly を監視し続け LINE を
すぐ返す重度のメンヘラ。 同期で唯
一の一人暮らしの彼の家は必然的に
溜まり場に。 家で吐かれてもコップを
投げられても許す寛容さ故にマネー
ジャーに手を出しても目を瞑られてい
る。

99
通称シオン ・ アヴィーチー。 高校野
球の経験はないが、 夜な夜なバット
を振り抜き、 自慢の打棒を磨き上げ
た。 デッドボールを受けると猿のよう
に周りを威嚇する。 日本語のクセが
強く 「体調が芳しくない」 といって練
習を休む。

3131

真面目そうで笑顔が可愛いが、 小さ
くて可愛い見た目を信じると騙される。
すぐ怒り、 容赦のない物言いが持ち味
で前キャプテンに対する老害発言は伝
説。 母校 ・ 湘南高校を誇り、 趣味は
ギターだと陽キャぶっているが、 実は
PACE にも友達がいない陰キャ。 その
くせいつも彼女がほしいと言っている。

3737
合格おめでとう！俺はともき！同期
からは松下って呼ばれてるけど、 下
の名前で呼んでくれると嬉しいかな笑
笑。 なんか今載ってる写真は一年の
ときだから、 男子校あがりみたいで恥
ずかしくてあんま見れない笑。 とかい
いつつ彼女いないんだけどね笑。 男
女関係なくいっぱい話そうね ^_^

2121

ボール探しの達人で、 すぐにボール
を失くしてしまう一橋野球部を救うヒー
ロー。 人生 4 度目のような貫録をもち、
常に穏やかで並大抵のことでは動じな
い。 持ち前の優しい雰囲気とおおらか
な性格で先輩マネからの好感度№ 1。
そんな優しい彼を怒らせるのは神谷ぐ
らい。

4848
一橋随一のケツデカ男。 の割には肩
幅が狭い。 まだ野手にはあまりバレて
いないが、 プレーがかなり鈍臭い。 と
ころが日常生活では行動範囲が広く、
バイト中も機敏 （に見せかけている）。
人相は良くないが、 優男なのでご安心
を。 何やら最近いい噂があるようだ。

4646

中学ソフトボール部、 高校では野球
部マネという生粋の野球好き。 誰に
でも分け隔てなく接する彼女だが、
同期のピッチャー桐生とはどうもウマ
が合わないらしく、 左投げである彼
の右腕にアイシングを巻くという嫌が
らせをいつもしている。

MGMG MGMG

吉高由里子とフィギュアスケートを愛
する、 赤坂から来たお嬢様。 同期唯
一の浪人経験者でもある。 基本的に
優しくてまじめだが、 煽り耐性が 0。
某同期 K にヘイトをため、 壮絶なバト
ルの末に紙コップを投げつけた。 ソフ
ト部仕込みの豪速球にはご用心。

Morita Soma2Sophomore

Gandhi Sho
ガンディー　翔

①経済
②サレジオ学院 ( 神奈川 )
③投手
④ 172 ｃｍ ・ 67 ｋｇ

①商
②高槻 ( 大阪 )
③投手
④ 171 ｃｍ ・ 77 ｋｇ

Kishimoto　Teppei
岸本　鉄平

Sato Tetsuro Toyosawa Rin 
佐藤　哲郎 豊澤　凜

①経済
②國學院久我山 ( 東京 )
③外野手
④ 170 ｃｍ ・ 68 ｋｇ

①商
②横浜翠嵐 ( 神奈川 )
③捕手
④ 178 ｃｍ ・ 73 ｋｇ

Yamamoto Genki
 山本　元紀

①法
②旭丘 ( 愛知 )
③内野手
④ 164 ｃｍ ・ 63 ｋｇ

和田　憲昌

①社会
②渋谷教育学園幕張 ( 千葉 )
③内野手
④ 170 ｃｍ ・ 70 ｋｇ

Hayabuchi　Mahiro
早渕　真宙

Ozane　Daichi
尾実　大地

Kamiya　Kota
神谷　浩太

①法
②小石川中等教育 ( 東京 )
③外野手
④ 175 ｃｍ ・ 63 ｋｇ

2222
最近自分のインドの血筋が高貴だと分
かったクウォーターの大投手。 コミュニ
ケーション能力が高く男女問わず仲良
くできる。 流行にも敏感で、 知らない
邦楽はないらしい。 性格が非常に良く、
先輩への礼儀正しさはもちろんのこと
同期や後輩に対しても優しく、 相手の
不幸を喜ぶなんてことは到底しない人
格者。

2525

関西出身の豪腕投手。 スクワットで

鍛え上げられた下半身を武器に豪速

球を投げ込む。 受験に 3 年もかける

ほど勉強が大好きだが、 GPA は 0.8

を記録してしまった。 好きな言葉は

「骨盤とチーズ」。

毒舌だが意外と優しい外野手。 手首
に爆弾を抱えているが、 身体能力が
とても高いのでこれからに期待であ
る。 大田さん公認ファンクラブ会員の
副代表を務めており、 いつも真顔で
「大田さんかっこいいすね」 っていう
のを練習の楽しみとしている。

3939 2929
翠嵐のエースで学業でも学年 2 位
だったスーパーマンが今では後輩に
H ３PO ４と呼ばれるくらいにはバカにさ
れるようになったのは○○○○のせ
いとかそうでないとか。 酒には強い
ためいくら飲んでも酔わないが寝冷
えには弱いため寝るときに腹巻きは
かかせない。

身長は中学生並だが顔はイケメンで
プレイボーイの爆肩サード。 かなりの
メンヘラであり Zenly で色々な人の位
置をずっと監視している。 口癖はこの
あと俺んちで飲みなおさない？であ
る。 特技はバ先で一生懸命働く岸本
を焦らせることである。 これは本当に
やめてくれ。

2424

Wada　Kazumasa

我らが学年リーダー。 パーマ男。 深
夜の筋トレで鍛えた体で安定した守備
とバッティングを披露する。 高校から
の彼女持ちだが、 クリスマスをもって
しても聖夜は訪れなかったらしい。 野
球に関しての信頼は厚いが、 そのほ
かでは薄い。 印刷作業サボるところと
か、 髪の毛とか。

2727

同 期 唯 一 の ル ッ ク ス 完 璧 マ ネ ー
ジャー。 スタバを何よりも愛し暇さえあ
ればスタバにいるが、 あまりにも好き
すぎるが故に遂に客から店員に。 得
意の笑顔で客を虜にし、 バイト先の売
り上げに大きく貢献してるらしい。 そん
な彼女もグラウンドでは女を捨て大学
構内に響き渡るほどの大声を披露す
る。 気になる新入生はぜひグラウンド
に来てね！

①商
②都立国立 ( 東京 )
③マネージャー

MGMG

自由が丘に住む、 低身長ソース顔イ
ケメン。 しかし、 その低身長を忘れ
させるような鋭いスイングと強肩が魅
力である。 そんな彼だが、 元カノと
別れてからは、 次の相手探しに全力
を注いでいる。 セレブなシティボーイ
と都会デートを楽しみたい女子には
おすすめ。

66
同期の中で共テ最高点を誇る小学
生。 選手ではなく草刈り師。 海外暮ら
しだったせいか、 「やば」 「えぐ」 など
の 2 文字の単語しか話せない。 チー
ム 1 の俊足と好きな子への一途さが
持ち味。 女子にはコミュ障であるが、
高校同期のかわしまとは非常に親密
である。

3434①商
②東京学芸大学付属 ( 東京 )
③内野手
④ 166 ｃｍ ・ 63 ｋｇ

①商
②都立西 ( 東京 )
③内野手
④ 181 ｃｍ ・ 82 ｋｇ

①経済
②中央大学付属横浜 ( 神奈川 )
③投手
④ 170cm ・ 61 ｋｇ
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最後に

硬式野球部に興味を持っていただきありがとうございます。

私たち硬式野球部は、「3 部優勝、２部昇格」という目標に向かって日々活動しています。

大学生活を送るうえで選択肢は無数にあります。勉強をするのもよし、サークル活動を楽しむのもよ
し、アルバイトに打ちこむのもよし、何をするにしても自分の自由です。

そのような自由な生活の中で、体育会の部活動に所属することは勇気のいる決断かもしれません。
しかし、勝利を目指してがむしゃらに野球に取り組むことができるのはおそらくこれが最後のチャン

スです。仲間と共に喜びを分かち合う、そんな何にもかえがたい瞬間を味わいませんか。

私たちと共に勝利を目指して戦ってくれる選手・マネージャーを募集しています。
同じ目標を持つ仲間と過ごす熱い４年間。必ず、あなたにとってかけがえのない貴重なものになるは

ずです。

最後の学生生活、真剣に野球に打ち込んでみませんか？

一橋大学硬式野球部一同

共に、一歩先のステージへ共に、一歩先のステージへ



一橋大学体育会

硬式野球部

hit.u.bbc.mg@gmail.com


