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【お知らせ】 

３年に一度行っているＯＢ名簿改訂・印刷を今月２２日に終えました。改訂にあたり、御協

力いただきましたＯＢ・ＯＧの皆様、改めて有難うございました。 

つきまして、新ＯＢ名簿を２６日に皆様のご自宅に発送いたします。ご確認くださいませ。 

また、連絡先情報が変わりました際には、お手数ではございますがご連絡いただけますよう、

引き続きお願い申し上げます。 
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１．広島商業合宿レポート 

２．広島商業高校コラム記事紹介 

３．ＯＢ便り(平成７年卒 小林正和様より) 
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１．広島商業合宿レポート 

昨年末、12/22～12/28 の７日間の日程で行われました広島商業高校との合同合宿に関し

て、参加した選手にそれぞれレポートをお願いし、掲載いたしますのでご覧ください。 

５０年近くとなるこの交流はありがたい伝統であり、毎年の合宿も大変貴重な経験となっ

たようです。 

 

・３年 

大崎光一朗 サード 

今年の広商は、個人的に 3 年間で 1 番体にはしんどい練習でした。ただ、今年は実戦練習

がある程度あった以前とは違って守備を中心とした基礎練が主でしたが、内野手の自分に

とって、ゴロ捕球の反復が十分にでき、これはとてもためになりました。ただ疲れた、とい

うのではなく、ゴロ捕りやノックを通じて、野球の動きを通じて体を追い込むことができた

と思います。アップのショートダッシュ、ノック、ゴロ捕りだけでも合宿前半は筋肉痛がひ

どく、野球の動作に必要な下半身を中心とした力がまだまだだと分かったし、野球の動作を

通じて体の力も十分鍛えられると分かり、今後の練習にも生かしていきたいと思います。 

広商関係者の皆様、ありがとうございました。 

 

加藤克拓 捕手 

三回目の広商合宿でしたが、今回がこれまでで一番練習量が多く、同時に得たものの多い合

宿になったと思います。冬の練習は、どこまで自分を追い込めるかが大事だということを、

改めて感じました。また捕手として様々な練習を体験したので、今後の練習に生かしていけ

ればと思います。ありがとうございました。 

 

川村祐輔 投手 

今回が最後の広商であって最も体力的にきつかった広商でした。 

今回は投手として参加したのですが、今までライトでサッカーをしていたイメージが一変

して、ランメニューを中心としたトレーニングに励むようになっていて 6 日間筋肉痛に苦

しみました。特に山でのランメニューは想像を絶するものでした。 

今回は土日の炊き出しであったり懇親会であったりと広商の父兄の方々とふれ合う機会が

多くて、感謝すべき部分だったと思います。 

リーグ戦ではどのように起用されるかまだ分かりませんが新年の練習から今回の経験を活

かしていこうと考えています。 

 

平洸大 外野手 



広商３年目。とてもキツかったけどとても楽しかったです。広商の選手が凄いということは

知っていましたが、やっぱり圧倒されました。特にアップは自分が国立でしているものを見

せるのも恥ずかしいほどです。一橋の選手たちが圧倒的にコミュニケーション力が低い中、

色々と話しかけてもらい仲良くなることが出来て嬉しかったです。 

広商との関わりは自分にとって大きな財産です。特に今年は先生達とも色々話すことが出

来てとても楽しかったです。必ずまた行きます。それまで頑張ります。 

 

大西達哉 ショート 

広商関係者の皆様、ありがとうございました。三度目の遠征でしたが、アップから始まりき

つい練習の連続で今回が一番きつかった印象です。それと同時に選手や指導者、保護者の

方々のサポートもあり、これまでで一番充実した遠征でもあります。学生野球もあと一年と

なりましたが、この広商遠征でやったように泥臭くもがいてやり切りたいと思います。本当

にありがとうございました。 

 

田坂翔 投手 

自分は今回で３回目の広商合宿でしたが、今までで一番充実した合宿となりました。昨年と

は練習メニューが大きく変わっていて、筋力強化を重点的に行っていて、体力的にとてもき

ついものでした。しかし、このトレーニングはこの部分を鍛えていて、ピッチングの際のこ

こに活きてくるといったような具体的な意図を学生コーチや選手がトレーニング毎に教え

てくれて、そこを意識してトレーニングすることができたので有意義なものとなりました。

自分は下半身の安定というのがずっと課題で、いろいろとメニューを教えてもらったので、

今後の練習に取り入れていきたいと思います。 

また、新しい取り組みとして、合同ミーティングを行い、広商の選手と勝つための投手力向

上について話し合うことができたのも非常に充実したものでした。これまでは技術的なこ

とを教えてもらったりすることが多かったのですが、ピンチの場面や緊張感のある試合で

どのようにパフォーマンスを発揮するか、そのためにどのように練習するかなど、投手とし

ての考え方の部分も話し合うことができたのも良かったです。また、広商の選手は甲子園出

場や全国制覇など高い目標を持っているというのもとても刺激的で、自分も 3 部優勝とい

う目標に向かって練習していこうと思いました。 

今回の広商合宿で学んだことを、今後の練習に生かしていきたいと思います。 

 

２年 

大北啓史 セカンド 

今回の広商遠征では、昨年より間近で広商の選手と接することができ、得るものが非常に多

かったです。守備では、常にグローブを低い位置に置いておくことがすべての基本であるよ



うに感じました。打撃では、まだまだ振り込みが足りないと痛感したし、走塁では、二歩で

帰塁するのではなく三歩で帰塁すること、膝下だけを地面にこするスライディングなどを

学ぶことができました。春季リーグまでにこのような点を意識して練習に取り組んでいき

たいと感じました。 

 

木村衛 ファースト 

今回の広商では、守備について学ぶことが多かったです。慣れないポジションを守っている

なかで、利き手は違えど他の内野手から学ぶことは普段の練習よりも断然多く、少しではあ

りますが上達していることを実感できました。バウンドを見て前に出て捕ることが一番の

課題として浮かんだので、今後はそれを中心に克服していきたいと思います。 

 

鈴木馨太郎 投手 

広商では今の 2,3 年生の投手陣と積極的にコミュニケーションをとり、色々教えてもらいま

した。その中でも、最終日の帰り際に金川に下半身の曲がり具合について聞いたらとても納

得の行く答えが返ってきたことが印象的です。投球フォームで、良いときは骨盤の右側から

グーっと重心を運べている感じがあるのですが、この感覚を中々安定して実践的出来てい

なく、何度も体の力の入れる場所や角度を研究していたのですが、金川から教えてもらった

「助走をつけて投げるときの曲がり具合が良い」と言う話は、このフォームの感覚に足りて

なかった部分だと感じました。他にも昨夏のエースの鈴木から、体重移動で後ろに残しきら

ない感覚や腕を後ろに残す感覚を手に入れられる練習を教えてもらい、実際に良い感覚で

投げられたり、二年生のピッチャー陣とも牽制や軸となる足の話などをして良い経験にな

りました。今回の広商は昨年より多くの収穫が得られたので満足しています。あとはこれを

国立のグランドで出していきたいです。 

 

木下滉平 投手 

コントロールの安定と球の出所をみにくくするために、上体を反らない投球フォームに修

正しました。 

またツーシーム、カットボールを教えてもらいました。特にツーシームは、武器のひとつに

していけそうで投球の幅が広がりそうです。 

また、ルースショルダーを治していくための、肩を締めるエクササイズを教わりました。 

 

飯坂一樹 サード 

広商で学んだこととして、技術的な面では多々あります。キャッチボールの意識から違いま

した。ボールの軌道を予測して正面に入って、取る時に前に踏み出す感じで持ちかえまで行

うと教わりました。バントは新しく教わった形をこれから練習していこうと思います。ゴロ

捕球は毎日長々と行ったが、後半は無意識に形が良くなっていたと自分でも感じました。ダ



ッシュの量も多くて嫌になるほどだったが、日に日にきつくなくなり、ノックでも無意識に

腰が落ちるようになったり、送球が安定したりと、良いことばかりでした。練習は飽きるま

でやるくらいも悪くないのかもしれないです。また、広商の子はボールに対して諦めず追い、

エラーしてもすぐもう一球呼ぶなど、自分が忘れていたがむしゃらな高校野球の感覚を教

えてくれました。練習の入り方から変えていこうと思います。 

 

１年 

高梨修也 外野手 

広商合宿ではまず、部員一人一人がお互いに妥協を許さない雰囲気を作っていたことが印

象的でした。お互いのプレーをしっかり見て、的確なアドバイスをし合ったり時には厳しく

指摘をし合ったりして、切磋琢磨している姿勢は見習うべきものがありました。自分も、内

野練でゴロ捕球の構えなどについて広商の部員から色々と有用な指摘をもらい、幾分か技

術的にレベルアップ出来たと感じます。また、バントや走塁に関しても細かく指導をしてい

ただき今までに無かった視点や知識を得ることが出来ました。自分では気付かなかった悪

い癖なども指摘してもらい、非常に有意義な練習が出来たと思います。今回の広商合宿では

広商の部員から沢山のことを教わり、大変感謝しています。ここで学んだことを以後活かし

ていくとともに、来年は自分の方からも広商の部員に対して野球の面で何かアドバイスが

送れるように日々貪欲に練習に取り組んでいきたいです。 

 

草ヶ谷悠土 ショート 

広商にお世話になるのは今回が初めてだったが、多くのことを吸収できました。初日に怪我

をしてしまったが、OB の毛利さんや怪我人の選手からストレッチを教わり、体の使い方や

ケアへの意識の高さを感じるとともに、その重要性を再認識させられました。また、技術面

で学んだことも非常に多かったが、それ以上にチーム全体で意思統一を図ろうとする姿勢

が大変参考になりました。各自アップでは「120%で入れるように」と、各練習前の円陣で

は「公式戦の一球、瞬間をイメージして」と声がかかり、キャッチボールでは全員が素早い

持ち替えを意識し、練習中はダッシュを心がけていました。一橋には広商のマネージャーの

ような存在はいないが、方法として参考になることは多く、今後の練習に生かせるようにし

たいと思います。 

 

亀山龍雅 外野手 

僕は今回野球人生で初めて野手として本格的な練習や実践に参加しました。基礎練一つと

っても周りとの力の差は歴然としていましたが、広商の選手はどんな些細な質問でも丁寧

に答えてくれました。そのため得るものがとても大きかったです。守備面では様々な場面で

のカバーリングに向かう場所、ゴロのチャージの入り方、カットプレーの時に相手のどこに



めがけて投げるかまた、内野ノックをすることでボールのバウンドの合わせ方や、入り方、

捕る位置など野手をやる上での基本を学ぶことができました。また、走塁面では、基本的に

リードの取り方などは広商のものを活かしている事もあり一橋とあまり変わらなかったの

ですが、そうしたリードを取る意味までしっかり説明してくれました。リードだけでなく、

打球判断やスタートの仕方も教わり、過去の先輩方の試合の経験を活かしてより発展させ

た走塁に取り組んでいることがわかりました。打撃面では他の人より振る力が圧倒的に劣

る僕には連続バッティングやパイプのような練習は辛かったけど、とてもためになりまし

た。また、OB の毛利さんにもバッティングフォームの指導をしていただき、すぐに直すこ

とができず、修正能力というのも今後の課題であるなと痛感しました。さらにプレー以外の

面でも雰囲気作りや、マネージャーのチーム運営など流石強豪校というところが随所に光

っていたと思うので、プレー以外の面でも参考になる部分が多くありとてもためになりま

した。技術面はこの冬でじっくり鍛える必要がありますが、雰囲気作りはすぐにでもできる

ので大学での練習に活かしていきたいです。 

 

笠松慎 捕手 

今回の広商合宿では、技術的なことはもちろん、野球や練習に対する姿勢を学ぶことができ

ました。技術面では、広商の監督、コーチ、選手のアドバイスもあり、自分が苦手なことが

少し克服できたように感じました。また、広商の選手の中に混ざって練習することで、広商

の選手たちの、練習で全力を尽くす姿勢、いかに練習の効率を向上させるか工夫する姿勢な

どが感じられ、良い刺激になりました。 

 

阿部誠也 外野手 

広商遠征で学んだことは二つあります。1 つ目は基本の形を大事にすることです。練習中に

はバントと守備練習でこれを感じました。2 つ目は試合と同じ気持ちで練習することです。

広商の MG がアップやキャッチボール前に毎回話していた練習の意識の部分は高校野球も

大学野球も変わらないものであると思います。これら 2 つは当たり前のことであるので継

続して、春秋リーグに生かしたいと思います。 

 

冨澤拓哉 セカンド 

今回の広商合宿で様々なことを学ぶことができたが、なかでも一番ためになったのはゴロ

を捕球する時の前に出る速さである。自分はなかなか前に出て捕ることができないので、広

商の人たちのプレーをみられてとても良かったです。これからの練習では一歩目を大事に

してゴロを待って捕るのではなく前に出て捕れるように練習していきたいです。 

 

江角直人 捕手 

広商では基礎的な捕手メニューを中心に練習しました。一橋の人数や設備では難しいよう



な練習メニューに取り組めたこと、また新しい練習のヒントを得ることができたという点

で非常に有意義なものでした。いくつかの練習は一橋でも実行できるものであるので、持ち

帰ってしっかりと取り組みたいです。またバントの足の向きや左手の使い方についてアド

バイスを受けました。自分はバントが苦手なのでしっかりとモノにしたいと思います。

 

 

 

 

 

 



２．広島商業高校コラム記事紹介 

広島商業高校が優勝を果たした１９７３年甲子園を取り上げ、決勝戦を中心としたコラム

が朝日新聞の連載として掲載されておりました。 

 第１９回には、広島商業高校との５０年の交流を築き上げた一橋大学硬式野球部について

の紹介もあり、この交流の歴史を感じるとともに、有難い繋がりであると改めて気づかされ

るきっかけともなる記事となっております。是非お読みくださいませ。 

 なお、一球通信への掲載に際しご協力くださったＯＢの皆様、ご指導いただきました朝日

新聞 名取様に、改めて感謝し申し上げます。 

 

「朝日新聞２０１７年１２月５日～１２月３０日連載」 

 

（あの夏）広島商×静岡：１ スリーバント、広商の結晶 高校野球 

 



   ■１９７３年８月２２日（水） 決勝 

静岡（静岡）  ０００ ００１ ０１０｜２ 

広島商（広島） ２００ ０００ ００１｜３ 

    ＊ 

 病床の父は気が気でなかった。 

 九回裏１死満塁、広島商は途中出場の大利（おおり）裕二がこの日初打席に入った。スク

イズが考えられる場面、バントの構えで揺さぶる。静岡の２年生エース、秋本（現姓三浦）

昌宏は初球ストライクの後、二つ外した。２ボール１ストライク。広島商が仕掛けるには絶

好のカウントだ。４球目。だが、大利は真ん中直球にバットを引いて見送った。 

 体調を崩し、広島の病院でテレビ観戦していた父の利秋がつぶやいた。「バカたれ、なん

で打たんのか」。父の「広商で野球を」という勧めで、大利は学年トップの成績で入学。こ

の春の選抜大会では５番だったが、真面目さが災いし打席で緊張しがちだった。 

 甲子園の三塁側ベンチ。父の心配が当たったように、迫田穆成（よしあき）監督は右手で

メガホンを口へ持っていき、「打て、打て」と叫んでいた。 

 これが、優勝へのサインだった。秋本の５球目は内角へのシュート。狙い通りだったが、

３連投の１２９球目はやや力がなかった。直球と思った大利は「４球見るうち、失敗とか成

功とか考えなくなった」。スリーバントスクイズだ。無心に木のバットに当てた打球は三塁

手前へ。スタートしていた三塁走者の楠原基が頭から本塁に滑り込む。顔を上げ、郷司裕球

審と目が合った。無意識にバンザイ。両手がモミジのようになった写真が残る。「楠原見て

みろ。本当にうれしかったら、手はこんな風に広がるんだ」。２００６年に亡くなった畠山

圭司部長の言葉が耳に残る。 

 大利は打席に入る前、監督から２ストライク後のスクイズ、と告げられていた。この年、

広島商は失敗が許されないスリーバントを徹底的に磨いた。バントの個人練習は昼休み。放

課後は試合を想定し、各打者１球だけのスリーバント練習だった。周りを部員が囲み、わざ

とヤジを飛ばす。失敗すると全員で走った。「それぐらいバントは練習して、ＯＫですとい

うのを持っていた」と迫田監督は言う。 

 実を言えば、準決勝までにスリーバントを失敗したことはあった。それでも、選手が積み

上げた自信と、それに対する監督の信頼は変わらなかった。だからこそ、勝負手を最後に最

高の形で切れた。 

 打線が自慢の静岡は対照的だった。あの九回１死満塁の場面で、こんなことがあった。内

野が前進守備に入る際、中堅の植松精一はするすると二塁まで前進した。「リードしていた

二塁走者は気付いていなかった。送球が来ていれば、アウトに出来たかも」。驚いたのは、

マウンドの秋本だ。「パッと見た時、（植松が）いたんですよ、そこに。練習していれば、投

げたかもしれないが、本塁にしか意識はなかった」。即興のトリックプレーは、幻に終わっ

た。 

 サヨナラの場面、静岡は２ボール２ストライクから１球外せなかったのか。「（フルカウン



トでは）秋本のプレッシャーになって、押し出しもある」。先輩捕手、水野彰夫の優しさだ

った。野島譲監督は「シュートかカーブで勝負を」と指示していた。 

 「カーブだったら、こうなって恐らくファウルになった。いろんな面で少し恵まれていた

んかなー」。大利は前のめりになるバントのポーズであの夏を振り返った。 

 作新学院（栃木）の江川卓の剛球に沸いた第５５回記念大会は、初めて総入場者数が６０

万人を超えた。１９７３年８月２２日。フィナーレを飾る東西の伝統校対決には徹夜組千人

が並び、史上最多の５万８千人が詰めかけた。何がファンを引きつけたのだろうか。 

 

 （このシリーズは森田博志が担当します。敬称は基本的に略します） 

 



 

 

（あの夏）広島商×静岡：２ 作新の怪物、届いたうわさ 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 １９７２年夏、ライバルだった広陵に広島大会２回戦で敗れ、広島商の新チームが始動し

た。同じころ、作新学院（栃木）の剛腕、江川のうわさが広島にも届いた。 

 全国選手権でそれまで４度の優勝を誇るだけに、全国への意識は高い。「そんないい投手

がおるんか。バントもできん」。迫田監督は、どうにか点を取るための秘策を指示した。走

者二、三塁から、打者がスクイズバントを空振り、三塁走者が三本間に挟まれる。三塁走者

がラインのやや内側で捕手にタッチされる瞬間、二塁走者が追い越し本塁突入というもの

だ。 

 そもそも、バントできない投手から、二、三塁の好機を作るのは難しい。それでも、選手

はまだ見ぬ敵を意識し、黙々と練習した。 

 広島商は秋の中国大会で優勝、作新学院も関東大会を制し、ともに７３年の選抜大会に出

場。広島商の選手は、開会式直後の作新学院の初戦を観戦した。江川の剛球を目の当たりに

し、金光は「びっくりした。打球が前に飛ばないんですから」。四回２死、北陽（大阪）の

５番打者に三塁打されるまで、１１アウトは全て三振だった。「こんなボールどうやって打

つんか」 

 両校は勝ち進み準決勝で対戦することになった。試合前、迫田監督がある作戦を授けた。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：３ 外角低め以外捨てろ 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 １９７３年の選抜。広島商は佃が３試合連続完封し、作新学院の江川も３試合で４９三振

を奪って相手を寄せ付けず、準決勝で対戦することになった。 

 「ストライクゾーンはボール何球分だ？」。対戦前、広島商の迫田監督が江川の豪速球対

策を切り出した。「約６０球。まず、上半分の３０球は捨てろ。次は（自分に）近い１５球

を捨てて……」。最終的な指示は、一番打つのが難しい外角低めの１球だけを狙えだった。

そして、「とにかく五回までに１００球投げさせろ」と。 

 雨で１日順延となった準決勝第１試合。広島商の各打者は本塁にかぶさるように構えた。

単に「高めの速球には手を出すな」というより指示は具体的で、待球作戦を忠実に実行でき

た。江川は珍しく制球が定まらず、二回に３四球を与えるなど球数が多くなった。 

 五回に１点先行された広島商はその裏２死二塁から、左投げ右打ちの佃が右翼線へ詰ま

りながらチーム初安打し、追いついた。江川が新チーム発足から続けていた連続無失点を１

３９イニングで止めた。まだ、同点。この回が終わった時、ベンチで畠山部長が「江川の球

数１０４球」と告げると、迫田監督が続けた。「よし、このゲーム、お前らの勝ちだ」 



 

 

（あの夏）広島商×静岡：４ 重盗、江川を倒した 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 選抜準決勝の作新学院戦は同点のまま終盤に入った。広島商は八回裏、先頭の金光が作新

学院の江川から自身三つ目の四球を選ぶ。川本はバントを失敗したが、金光は二盗、楠原が

チーム２本目の遊撃内野安打で、一、二塁。 

 「後半は足で勝負」と伝えられていた。２死後、ここしかないと思った二塁走者の金光が

ベンチを見ると、重盗のサインが出た。思いは一緒だった。打席は大利。この試合２打数２

三振。「捕手が冷静だったら……。私は１００％三振だから、同点のままでした」。金光が三

塁へ駆ける。捕手から三塁への送球が高くそれ、金光は一気に決勝の本塁へ。「走るのはわ

かってた。捕手に『投げるなっ』て言ったんだけどなー」。法大で一緒にプレーした金光は

のちに江川がこぼしたのを聞いた。 

 江川対策の秘策は日の目を見なかった。しかし、スクイズを空振りし、二塁走者が一気に

生還する練習は、夏に生きた。全国選手権３回戦の日田林工（大分）戦だ。二回１死満塁か

ら２点スクイズで逆転。守備のスキを逃さなかった二塁走者の達川は振り返る。「二塁走者

で（本塁を突く走塁を）何回も何回も練習した、その応用だった。ただのスクイズ（のサイ

ン）だったが、かえれると思った」 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：５ 選抜準Ｖ、強まる「夏こそ」 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 広島商の金光は「誰もが、江川君は倒せないだろうと言っていた。それは広商しかできん

やろと、考えられないような走塁練習を真剣にやり、江川君に勝つのが大目標だった」。作

新学院を破り、ある種の達成感があった。 

 翌日の決勝は初出場の横浜（神奈川）に延長の末、１―３で敗れた。十一回表、佃が５番

打者に左越え２点本塁打を浴びた。左翼を守っていた田所康は「ラッキーゾーンがなかった

ら追いついたはず」と今でも思う。届かなかったあと一歩は、大きかった。 

 プロ野球広島で活躍した捕手の達川は「春負けて、夏出たい、という思いがすごく強かっ

た」。個人的にはどん底からの出発だった。捕手で芽が出ず、新チーム発足時は外野手。調

子が上がらず、メンバーから外れかけた。秋の中国大会決勝で決勝適時打など痛烈な当たり

を連発し捕手に戻った。 

 選抜ではベンチからサインを出してもらい佃をよく引っぱった。広島へ戻ると、マウンド

より前から投手がノーサインで投げる球を捕る練習を繰り返した。迫田監督は「投手が緊張

して投げる乱れた球でも後逸しなくなった。外野をやったことが勉強にもなった」。夏へ、

期待が膨らんだ。 
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（あの夏）広島商×静岡：６ 静高復活へ、少数精鋭集う 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 全国選手権決勝の試合前練習は、グラウンドで行われていた。あの夏、ベンチに入ろうと

した静岡の植松はあっけにとられた。「なんだこれ、こんなにいるの？」。広島商は８１人の

全部員が外野まで広がり体操を始めた。 

 一方の静岡の部員は３０人ほど。進学校で、練習も厳しい野球部へ気軽に入ろうという生

徒はいなかった。「静高で野球を」と中学から志してきた選手たちの少数精鋭のチームだっ

た。 

 １９６７年、暴行騒動で１年間の対外試合禁止処分を受けた。野島監督が６９年に静岡東

から赴任し、翌年、全国選手権へ７年ぶりに出場。しかし、初戦で高松商（香川）に０―１

６と大敗した。復活を喜んだＯＢたちが「これじゃいかん」と立て直しに本腰を入れ始めた。 

 様々なネットワークを使い、学力もあり野球ができる県内の中学３年生に静高の魅力を

説いた。その時の中学生が、準優勝した年代の選手たちだ。静岡の県立高校普通科の入試は

学区ごとに分かれていたが、学区外出身の富士や清水からも有力選手が集まった。 

 「この代で甲子園を逃したら、しばらく行けない。何としても行かないと」。野島監督も

力が入ったが、新チームはなかなか結果を出せなかった。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：７ 個性伸ばす、自主の気風 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 当時の静岡は、ライバルだった静岡商に勝てなかった。秋はエース秋本の故障があったが、

定期戦や春の東海大会でも負けた。 

 有力選手が集まり、周囲の期待は大きかった。現状を打破するために、野島監督は「ずい

ぶん、遠征には行った」と言う。選抜大会８強の東邦（愛知）や日大一（東京）との練習試

合で互角に戦い、自信をつけた。 

 選手たちは野島監督を「先生」と呼んだ。伝統的にＯＢが監督に就く広島商と違い、静岡

は教員が監督を務める。ともにＯＢではない野島監督と、その前任で監督と部長で甲子園へ

６回導いた田口一男教諭の功績が大きく、いまへと続く。「ＯＢに左右されず、先輩の言う

ことを聞かなければ、というのもなかった」。体育教諭の野島監督は、若手ＯＢにノックを

お願いし、練習後は彼らと一緒に飲みに行って、いい関係を築いた。 

 生徒会を自治会と言うなど伝統校の静岡は、生徒の自主性を尊重する校風だ。変化球打ち

が得意だった４番水野は「先生、僕はまっすぐが打てないから、カーブを待っているんです

よ」。大柄で、その長打力を生かしたかった野島監督はこう言った。「いいやお前、勝手にや

れ」。厳しい練習の中、個性を伸ばした。 
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（あの夏）広島商×静岡：８ 抽選会、主将が大仕事 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 静岡の野島監督は「チームワークがいいように見えたけど、全くの個性派だった」と当時

を振り返る。植松は「バラバラなんです。練習が終わって仲良くつるむことはなかった」。

そんなチームをまとめたのが主将の野田だった。中学ではプロ野球ロッテで活躍した袴田

英利とバッテリーを組み、静岡県で優勝した経験があった。 

 １９７３年の静岡大会は雨にたたられた。静岡が順調に勝ち進む一方、勝てなかったライ

バルの静岡商が準々決勝で敗れ、「みんな喜んじゃって」（野島監督）。決勝は予定より４日

遅れた。代表校を紹介する恒例の週刊朝日増刊号には、静岡だけ準決勝に残った４校分が掲

載された。 

 ８月３日の自動車工との決勝は雨の影響で２時間遅れの午後３時に始まり、５―１で快

勝。３年ぶりの代表を決めたが、休む間もなく翌日には新幹線で甲子園へ。そこでも、宿舎

が変更になるトラブルがあった。 

 ６日の組み合わせ抽選会。仲間から冗談っぽく、「弱いところを」と言われた野田が引い

たのは、一番遅い第６日（１３日）の第３試合だった。初戦まで余裕ができた。野島監督は

「疲れがとれて、バットが振れるようになったんかねー」。野田の隠れた大仕事だった。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：９ 

 中軸三様、打順がカギ 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 静岡は甲子園初戦の２回戦、海星（長崎）に１０―０と快勝した。 

 三回に野田のスクイズで先制すると、六回には３番植松が流し打って左越えに２点本塁

打。圧巻は八回の攻撃だ。植松、水野、白鳥の３長短打の後、四球を挟み、さらに４連打で

一挙６点を奪った。 

 中軸の打順がカギだった。左打ちの植松はバットコントロールがうまかった。右打ちの水

野、白鳥はともに身長１８０センチ、体重８０キロを超す大型選手。体に似合わず器用な水

野が、かわそうとする変化球を痛打し、直球に強い白鳥が続く。野田は「攻撃の軸は、確率

の高い植松だったが、３人ともスタイルが違うので、植松がダメでも後のどちらかが何とか

した」。植松の１番なども試したが、３人を並べることで打線が活気づいた。 

 エースの秋本は１安打完封。九回１死まで無安打無得点だったが、気付いていない選手も

いた。植松は「二回に（四球と暴投で）三塁まで走者がいっていたから、九回に内野安打さ

れた時、『何を騒いでいるの』という感じだった」。投打がかみ合い、勢いづく。３回戦は、

２試合連続完封していた天理の左腕佐藤清に対し、植松の２点三塁打などで７―０で連続
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完封勝ち。選手が「苦しかった」と口をそろえる準々決勝を迎える。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１０  冷や汗かいた銚子商戦 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 静岡の準々決勝の相手は銚子商（千葉）。２回戦で江川がいた作新学院（栃

木）を延長十二回の末、下した。翌年、全国制覇に導く土屋正勝は２年生エー

スだった。 

 この試合も先手を取った。二回に秋本の三塁打などで２点、三回は白鳥の２

点二塁打。野田は「決してチーム打率（３割２分３厘）は高くなかったが、点

を取る時に、安打が連なった。それも早い回に」と好調だった打線を振り返

る。 

 これまでと違ったのは、銚子商の追い上げだ。二回に秋本が今大会初失点し

た。５―２の九回は２点差に迫られ、なお１死満塁のピンチ。強烈な打球が三

遊間を襲い、中堅の植松には「（遊撃の）永野がはじいたようにみえた」。同

点も覚悟したが、打球が二塁走者に当たっており、２死満塁に。最後は投ゴロ

で切り抜けた秋本は「神経を使い果たした」と冷や汗をかいた。 

 野島監督は「ＯＢが『明日の試合は大変、勝てないかも』と心配しても、こ

の連中は『やってみないとわからん』という感じだった」。右横手、左腕、右

本格派と違うタイプの投手を打ち崩し、準決勝も今治西（愛媛）に６―０の零

封勝ち。１３年ぶりの決勝の舞台にも気負いはなかった。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１１  線香の火めがけ腕振った 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 広島商の迫田監督は、厳島神社がある宮島から来た左腕の佃を１年から徹底

的に鍛えた。「打者に向かっていく気持ちがあり、物事に動じず投げられ

た」。エースと期待した。佃は準優勝した選抜大会５試合を１人で投げ抜い

た。優しい顔立ちで一躍、人気者に。「広島県 佃投手」。この宛名でファン

レターが学校へ届いた。 

 夏の全国選手権。初戦の双葉（福島）打線を津村との継投で零封した。しか

し、佃は首をかしげた。３試合連続完封し、作新学院の江川に投げ勝った選抜

のような投球がしたい。春の自分を追いかけ、いい格好をしたがった。金光や

達川が「佃がおかしい」と言ってきて、迫田監督は「一生懸命投げればいい」

とエースを諭した。 



 佃は暗闇で線香にともる小さな火をめがけるシャドーピッチングで、集中力

を磨いた。本格的な照明がない広商のグラウンドなどで黙々と繰り返した。

「甲子園に行き、真っ暗闇がなくて困った。どこも街灯があって」と迫田監

督。宿舎は現在のＪＲ甲子園口駅近く。暗闇を探し、約４キロ北の阪神競馬場

まで行った記憶がある。 

 安定した佃は２回戦の鳴門工（徳島）戦を完封。準決勝までの計５試合で４

点しか許さず、甲子園１１試合目の決勝へ臨んだ。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１２  

 観衆５万８千、先手は広商  高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 両校関係者に４４年前の決勝で最も印象に残っていることを聞くと、まず、

超満員の観衆を挙げる人が多かった。広島商の迫田監督は「（畠山）部長と隣

り合わせで話をするのに、声がかれましたから。聞こえんのですよ」。 

 決勝最多５万８千人が見守る中、先手は広島商だった。一回裏、先頭の浜中

が遊ゴロ失で出て、田所康は投手左へ絶妙のバント。前進守備だった静岡の三

塁手・永嶋は「あっという間に投手と私の間を抜けてしまった」。遊撃方向へ

転がる安打で一、二塁。金光の犠打で走者を進め、２死後、町田の左前安打で

２点を入れた。 

 選抜大会のチーム打率は１割６分９厘。夏へ向け、攻撃力強化で打った一つ

の手が、選抜で守備要員だった田所康の２番起用だ。 

 １２人の３年生で唯一、中学時代に野球をやっていなかった。「運動神経は

誰にも負けなかった」という元ハンドボール部員は、チーム一の俊足。左打席

に入ると、ボテボテのショートゴロを狙えと指示された。うまく打てると、ほ

とんどセーフになった。バントが内野安打になることも珍しくなく、準々決勝

の高知商戦も決勝と同じような形で一回に先制した。 

 最高の出だしだったが、流れは次第に静岡へ傾いていく。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１３  妙な動きだ、スクイズ看破  高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 ２点リードした広島商は三回、静岡の先頭・秋本に左中間三塁打を浴びた。

当時、監督は選手をベンチ前まで呼べた。スクイズを警戒した迫田監督は「ウ

エストのサインを出した時だけ外しなさい。もし、他の時に決められたら、わ

しの責任」とバッテリーに告げた。 



 １死後、打者は永嶋。２ボール１ストライクからの４球目だった。エース佃

が外角高めへ大きく外す。永嶋は「バットを出したけど、当たらなかった」。

空振り。本塁へ走ってきた秋本はタッチアウトになった。 

 晴天だった甲子園の最高気温は３０度を超えていた。試合中、汗をふかなか

った静岡の立石淳一部長がこの４球目の直前、タオルで顔を拭った。これが、

スクイズのサインだった。野島監督は「試合ごとにサインは変え、時々、部長

に出してもらった。見破られておったんでしょう」。 

 広島商の迫田監督と畠山部長には苦い思い出がある。初めて２人のコンビで

出た第５２回大会の２回戦、高松商にスクイズを決められ０―１で惜敗した。

以降、研究を重ねた。監督は「相手ベンチのリズムをずっと見ていると、平生

やったことのない動きがみえてくる」と言う。ビデオのない時代、情報戦でも

優位に立っていた。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１４  勇気の１０センチ、好捕呼び込む  高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 ２点を追う静岡は二、三、四回と先頭打者が出塁したが、無得点。４番の水

野はベンチの雰囲気を「負ける気はしなかった。まあ、そのうち逆転できると

いう感じだった」と振り返る。 

 六回、永野の安打、植松の長打で無死二、三塁の絶好機を作り、水野へ打順

が回った。 

 ２球目。水野は投手の左肩をかすめるように、ライナーで打ち返した。一塁

へ走りながら、「外野へ抜けたと思った。どこにボールがあるんだろうと見て

いた」。 

 守る広島商の二遊間は、いつも声を掛け合い守備位置を確認していたが、こ

の試合は大観衆で声が通らなかった。水野への２球目は、捕手の達川が外角を

要求していた。そこで、遊撃の金光は二塁の川本と目を合わせ、互いに１０セ

ンチほど二遊間を詰めた。広商はこの時代も投手のコースや球種、打者の傾向

で守備位置を変えていた。 

 センターへ抜けたと思われた打球を、川本が体勢を崩しながら好捕。そのま

ま二塁を踏み、戻れなかった二塁走者もアウトにした。金光は「川本が捕った

のは、グラブのほとんど先。超ファインプレーを生んだのは、１０センチほど

の勇気ある移動だった」。対する水野は「抜けていたら全然、違った。イケイ

ケになったでしょう」。 

 

 



（あの夏）広島商×静岡：１５  普通じゃない、攻めの送球  高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 静岡は六回無死二、三塁の好機を水野の二直併殺で潰しかけたが、２死三塁

から白鳥の左越え二塁打で１点差に迫った。八回には植松の左中間三塁打と水

野の中犠飛で２―２に追いつき、永嶋は「静岡の応援席が揺れていた」。押せ

押せムードになった。 

 それでも、広島商が試合の流れを渡さなかったのは、隠れた守りのファイン

プレーがあったから。九回１死二塁。三塁手の浜中は、野田の三ゴロを迷わず

二塁へ投げた。素早くベースに入った川本が戻る走者の森内にタッチした。 

 広商の内野は金光主将以外、２年生が３人。真冬に裸足に素手でノックを受

けるなど厳しく鍛えられた。浜中は、走者二塁で強い当たりの三ゴロが来る

と、セーフティーリードの二塁走者を刺せると思うことが何度かあった。だか

ら、川本にできる限り二塁ベースへ入るよう伝えていた。浜中は「いつか投げ

ると言っていたが、初めて投げたのがあの決勝だった」。タッチより戻る足の

方が速いと思った森内は「普通、あの（微妙な）タイミングでは投げてこな

い。攻撃的な守備で、経験ないし、見たこともなかった」。 

 静岡は勝ち越せないまま、九回裏の守りを迎える。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１６  勝負の代走、思わぬ代償 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 決着がつく九回裏を迎える時、静岡はこの試合初めて守備位置を変えた。岸

端の代走だった森内を右翼へ入れ、右翼の高橋を岸端が守っていた一塁へ回し

た。 

 広島商の先頭、楠原の二遊間へのゴロを二塁の野田がうまくさばいた。「捕

って投げたんですけど、ちょっと低かった」。バウンドした送球を一塁に入っ

たばかりの高橋がこぼした。 

 タイミングは微妙で、記録は内野安打。この一塁走者が、サヨナラの本塁を

踏むことになる。 

 実は、高橋は本来、遊撃手だった。夏の大会前の最後の練習試合で足を剥離

（はくり）骨折。打撃を買われ、痛みが残る中、甲子園では右翼に入ってい

た。一塁を守った経験はなく、「ファーストミットなんて使ったことない」

と、内野用の小さなグラブで一塁の守備についた。捕球の際も、痛みで足を思

い切り伸ばせなかったという。 

 「岸端なら捕れていた。ミスだった。こんなこと言うと、高橋に怒られちゃ

うけど」。野島監督は交代を悔やむ。九回の攻撃、死球で出た岸端は犠打で二

http://www.asahi.com/topics/word/甲子園.html


進したが、走るのがつらそうだった。「１点取れば勝てる。岸端は足も速くな

いから」。今年８０歳になった監督は、勝負をかけた代走の一手を忘れられな

い。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１７  スクイズ、送球はそれた 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 同点の九回裏１死満塁。スクイズを警戒していた静岡の三塁手、永嶋は「三

塁走者が本塁へスタートしたのが横で見えたので、一緒に前進した」。 

 広島商の大利がバントした打球が自分の前に転がる。「ボールを捕る直前、

三塁走者が頭から滑り込もうとしていた。いちかばちかくらいの早い送球をし

なければダメと思った」。倒れ込みながらの送球はややそれた。白球はバック

ネット前に転がり、２時間１５分の熱戦に終止符が打たれた。永嶋は「責めら

れたことはないが、最後の場面が一番記憶に残る。投げた当事者だし」と振り

返る。 

 試合後、広島商の金光と佃はグラウンドで並んで優勝インタビューを受け

た。３回戦から４日続けて投げた佃が泣いた。達川は「１年の時から（正選手

で）ユニホーム着て、僕らの１０倍は苦労していたから」。 

 金光と佃は卒業後、法大と三菱重工広島で一緒にプレーした。佃は法大では

選抜で投げ勝った江川（作新学院）の陰に隠れ、社会人でも活躍はできなかっ

た。金光は「結果は出なかったが、彼の存在感、与える影響はずっと大きかっ

た。野球を引退した後、仕事でも力を発揮した」。佃は２００７年夏、食道が

んのため５２歳で亡くなった。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１８  

 江川対策、１５年後再び  高校野球 

 ■１９７３年・決勝 決勝で守りのファインプレーをみせた広島商の川本は、１９８８

年夏の甲子園で、今度は監督として６度目の全国制覇に導いた。 

 「自分たちで考える野球をしなさい」と自主性を重んじた。広商には精神力を鍛えるた

め、２本の日本刀の上に素足で立つ、伝統の荒行があった。選手時代に経験した川本は強

制しなかった。重広和司主将によると、「みんな怖いと言ったので、やらなかった」。     

５―０で快勝した津久見（大分）との準々決勝。速球派の川崎憲次郎対策として、川本は

７３年の選抜で作新学院の江川を攻略した時の話を切り出した。そして、当時の迫田監督

と同じように、「五回までに１００球を投げさせろ」と指示。川崎の球数が五回を終え１

http://www.asahi.com/topics/word/甲子園.html
http://www.asahi.com/topics/word/作新学院.html


０６球になると、「よくやった。（優勝した昭和）４８年の時よりお前たちが上、絶対勝

てる」。ベンチで聞いた重広は身震いした。 

 広島商が全国選手権に出たのは２００４年が最後。２年後、復活を託され川本は監督に

復帰したが、翌年、体調を崩し退いた。 

 「しんどい練習ばかりでなく、雪が降るとサッカーをして、一緒になって走り回りまし

た……」。川本が１０年に大腸がんで５３歳で亡くなった際、重広は監督との思い出を弔

辞で読んだ。 

 

 

（あの夏）広島商×静岡：１９ 部長の遺志、勉強会は今も 高校野球 

 ■１９７３年・決勝 

 １９７３年、迫田監督とのコンビで優勝した広島商の故畠山部長は、９１年に校長を退

職するまで３３年間、広島商に在籍。広島県高校野球連盟理事長、会長も務め、高校野球

の発展に尽力した。 

 ５０年近い一橋大との交流は、畠山が同大で研修したことがきっかけだ。オフに一橋大

生が広島に来て一緒に野球をやり、夜は進学を目指す部員が勉強を教わる。 

 「如月（きさらぎ）会」という野球の勉強会も立ち上げた。当時は、その年の広商の練

習方法や戦術を他校の指導者に紹介した。畠山のおいで、いま広島商を率いる若松茂樹監

督がそこまで話していいのか聞くと、畠山は「大丈夫やけ。広商は来年、次のことを考え

とるから」。勉強会は形を変え、今も続く。 

 教え子思いのエピソードを一つ。９２年、三菱重工広島の監督になった若松を訪ね、名

刺を置いていった。「重広を頼む」と書き添えた。８８年に全国制覇した時の重広主将は

法大では学生コーチだったが、何とか入部できた。 

 若松監督は結果を出せず、最後と決めていた９６年の都市対抗。中国予選のＮＫＫ戦

で、重広が代打満塁本塁打を放ち逆転勝ち。勢いに乗り７年ぶりの本大会では準優勝し

た。先輩に導かれた後輩の恩返しだった。 

 

（あの夏）広島商×静岡：２０ 伝統を力に変えて 高校野球 

2017 年 12 月 30 日 05 時 00 分 

 ■１９７３年・決勝 

 ２００８年に赴任した静岡の栗林俊輔監督は、これまで５回甲子園へ導いた。今秋の東海

大会を制し、来春の選抜出場も確実。１３年間で５回甲子園に出た野島監督を、回数で抜く

ことになる。 

 野球はさほど強くない磐田南高出身。「静岡県で生まれ育った人間には、静岡高校野球部

は中心的な存在。幼い頃から見聞きしていたのでわかる」。ＯＢや周囲の期待をいろんな場

面で感じる。 

http://www.asahi.com/topics/word/大腸がん.html


 広島商の若松監督は、１９７３年の優勝メンバーが入学時の３年生。強いと評判のチーム

は練習試合を含め負けたのは２回だけ。それが秋の中国大会２回戦と選手権広島大会準決

勝で、甲子園を逃した。高校野球の怖さを知る。「いろんな経験をした者が、選手を育てる

のが早い。それが学校の先生だと一番いいのでしょうが」。今夏は甲子園準優勝の広陵を追

い詰めた。広島大会準決勝、中村奨成に一発を浴び０―１で惜敗した。 

 静岡は野球部則に「我々は目標を甲子園優勝とする」と記す。広島商の優勝記念碑には、

春、夏、国体の計９度の全国優勝が刻まれ、一番左が空けてある。１００回目の夏へ。伝統

校の誇りを胸に、互いに厳しい冬を送る。 

 （この連載は森田博志が担当しました。敬称は基本的に略しました） 

 

３．ＯＢ便り(平成７年卒 小林正和様より) 

今月号ＯＢ便りには、昨季より監査を新たに担当くださっている小林様にご執筆いただき

ました。是非ご覧くださいませ。 

 

（1） 一橋大学硬式野球部 OB・OG の皆さま。平成 7 年卒の小林正和と申します。 

私は、平成 3 年の 4 月に入部し、ポジションは外野手でした。私が 1 年の時は 4 年の主将

がプレイングマネージャーをされていましたが、2 年の時から市川忠男監督が就任されたと

いう時代でした。 

私は現在、公認会計士として監査法人に勤務しております。そのような縁もあってか、平成

29 年秋季の会計決算より、監査人代表を承っております。 

（2） 会計監査は、年 2 回、監督および会計担当マネージャーに出席頂いて行っていま

す。時間的な制約もある中、監査では主として、半期の決算内容の説明を受け妥当性を検討

すること、予算案内容の説明を受け問題点があれば検討することおよび預金残高の検証を

行なっています。 

監督および会計担当マネージャーから説明を受ける中で感じるのは、監督・マネージャーは

もちろんのこと、部員全体が、OB・OG から頂いたお金（これに加え、部員自身が年間 6,000

円の部費の負担もしています。）を有効かつ効率的に利用するために、様々に協議を重ねた

上で丁寧に野球部を運営しているということです。たとえば、他大学に比べて選手の筋力が

劣っているのではないかという課題を認識すれば、試験的にプロテイン代の補助を予算化

することもあります。これは一例にすぎませんが、このように強くなるための仮説・検証を

現役部員が日々繰り返し行っていることを聞くと、現役部員達が野球を通じて積極的な組

織運営をしている様子が想像できて、嬉しくなります。 

（3） 野球部の会計には、①OB会費・部費等を主な収入とし、経常的な支出を経費とす

る会計、②OB・OG からの寄付を収入とし、設備資金を負担する野球部設備等助成金（後

援会寄附金）会計、の２つがあります。収入規模は、①について、平成 29 年度は予算で



4,400,000 円、②について、2017 年 3 月 31 日から 2017 年 11 月 24 日までで 2,410,000 円

となっています。 

すなわち、①の会計においては OB 会費が主たる財源であり、OB 会費の納付率の向上はも

ちろん重要となりますが、一方で②の会計における寄附による収入の規模も全体の収入の 3

分の 1 以上を占め、その割合が大きいものとなっています。 

また、①での収入は、経常的な経費をカバーするにとどまります。一方で、グランドの整備

といった金額が大きく、しかも練習・試合環境に直結する設備資金については、②の寄附に

よる収入に依存していることになります。 

したがって、経常的経費および設備資金の両面について安定した予算を維持するには、毎期

一定額の寄附を確保することが一つの課題となると考えられます。 

 

（平成 7 年卒 小林正和） 

 

 

 

 

 

最後までお読みいただきまして有難うございました。 

今後とも野球部への温かいご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

一橋大学硬式野球部 

二年マネージャー渡辺佳奈 

 

 

 

一橋大学硬式野球部公式ホームページはこちら↓ 

http://jfn.josuikai.net/circles/sports/hit-u-bbc/  

 

OB・OG 様専用ページパスワード：hitbbc-obog 

 

 

↓ご意見・ご要望・配信停止等のご連絡等はこちらまで↓ 

 hit.u.bbc.mg@gmail.com 

 

 



 


