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【お知らせ】 

別途メールにてお知らせいたしました通り、秋季総会におきまして、会則の変更・世話人会

役員の承認がなされました。会則変更に関しましては、会費徴収金額についての詳細が書き

加えられました。是非併せてご覧くださいませ。 

 

 

＊＊＊＊＊コンテンツ＊＊＊＊＊ 

１． 一球会秋季総会・懇親会の報告（S51 年卒飯島様より） 

２． 新チーム幹部紹介 

３． 今後のチーム方針(新主将 3 年大北より) 

４． 広商合宿途中レポート（2 年粟より） 

５． 第 102 回一球会ゴルフ会報告(S44 年卒鐘江様より) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S35 久木田義雄 

S48 今井鉄郎 

S51 飯島富士夫 

H10 高野敏行 

H31 里吉大樹 

 

以上 13 名 

 

 

１．一球会秋季総会・懇親会の報告 

12/7 に秋季総会・懇親会が執り行われました。ご参加くださいました OB・OG の皆様誠に

ありがとうございました。以下、当日懇親会の司会をしていただきました飯島富士夫様（Ｓ

５１年卒）にレポートをお願いしました。 

 

＜一球会秋季総会＞ 

去る 12 月 7 日（金）如水会館において、平成 30 年度秋季総会が開催されました。 

今井会長より秋季リーグ戦の総評・新体制の説明・3 部復帰に向けての期待などのご挨拶が

あり、現役幹部からは小野監督と大崎主将からリーグ戦・3 商大戦の報告がありました。 

審議事項に移り、決算報告・予算案の説明と承認、来年度の幹部案・新世話人の承認に続い

て、年会費納入に関する細則の追加・グラウンド整備やマシンやゲージの計画などについて

質疑があり、提案どおり承認されました。2023 年の百周年記念に向けての企画も動き出し

ており、ＯＢＯＧの皆様には硬式野球部の更なる発展に向けてますますのご支援・ご協力を

お願い致します。 

 

 【卒業生ご出席者（敬称略）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井会長          新幹部紹介 



＜懇親会＞ 

総会に引き続き同会場で懇親会が行われました。今年は一橋と広商の硬式野球部の交流

が始まって丁度 50 年という節目の年であり、懇親会には国立のグラウンドに足を運んでご

支援ご指導を頂いている広商ＯＢ３名の方が招待されて、現役やＯＢとの親交を深める良

い機会となりました。 

始めに 44 年卒業の鐘江さんによるご挨拶と乾杯のご発声で懇親会がスタートしました。

鐘江さんが在学中の 43 年秋から畠山先生が一橋大学で就学する傍ら野球部を指導して頂い

たこともあり、50 年にわたる広商関係者への感謝と今後の交流への期待を祈念されました。 

 

◆広商ＯＢ3 名をご招待して 

 今回ご参加頂いた広商ＯＢは、濱田規久二様（広商 47 年卒）金光興二様（同 49 年）高

柿健様（同Ｈ3 年）の 3 名の方で、我が硬式野球部はさまざまな面でご指導やご支援をいた

だいております。懇親会では、冒頭に金光様よりご挨拶を頂き、野球部への叱咤激励ととも

に両校の交流を 45 年にわたり携わってきた経験といくつかのエピソードもお話いただきま

した。金光様には試合後のご指摘など実践的なご指導とともに強豪大学との練習試合など

にご尽力頂くなど多くのご支援をいただいております。 

 又、濱田様と一緒に登壇された今井会長より当時の交流のメインテーマである受験生の

家にホームステイしての家庭教師について詳細な報告がありました。今井さんは 1 か月半

にわたり濱田様の受験指導を行い、見事早稲田大学進学の目標を達成されました。濱田様に

は 2 年前から投手陣のご指導を頂いており、正に両校交流のモデルケースとなっています。 

高柿様からも両校交流のエピソードをご紹介いただき、各年代で種々の交流が続いて今

日に至っていることが実感できました。来季以降も時間の許す限り国立に足を運んでいた

だけるとのことで心強いご挨拶をいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金光様      （左）今井会長・（右）濱田さん 



◆ＯＢ諸氏、4 年生の挨拶 

当日ご出席のＯＢの中から久しぶりに参加頂いた中堅の二人にご挨拶をいただきました。

犬飼さん（Ｈ5 年卒）、高野さん（同 10 年）からは、3 部復帰に向けての激励とともに広商

合宿で多くのことを修得して成長できたこと、そして 12 月 22 日から始まる広商合宿では

万全の態勢で臨み来季につながる密度の濃い練習をするよう熱く語って頂きました。 

来春卒業予定の４年生からは、４年間の野球部生活で多くのことを修得し成長できたこ

と、後輩に期待すること、広商関係者に大変お世話になったことなどとともに、内定してい

る進路で社会人生活をスタートするに当っての抱負などの挨拶がありました。４年生は新

体制での秋季リーグ戦で苦しみながらも優勝し入替戦に臨むことができました。３部復帰

はなりませんでしたが、後がない東工大２回戦では気迫で延長戦を制するなどチームを牽

引して良い戦いをしてくれました。ありがとうございました。 

 

        

 

 

4 年生と濱田さん・金光さん・高柿さん 



 

 

全体集合写真 

 

最後に竹内副会長による中締めの挨拶を頂き、全員での集合写真を撮影して閉会となりま

した。 

                          （飯島記） 

 

 

 

２． 新チーム幹部紹介 

秋季総会におきまして、以下幹部の就任が承認されましたのでお知らせします。 

【新幹部・スタッフ】 

役職 氏名 学部学年 出身校 

監督 小野 淳也 商４ 都国立 

主将 大北 啓史 社３ 桐朋 

副将 鈴木 馨太郎 経３ 仙台二 

副将 木村 衛 社３ 東農大一 

主務 粟 圭史郎 社２ 富山中部 

副務 高崎 修 経１ 北広島 

マネージャ―長 渡辺 佳奈 経３ 雙葉 

会計 伊津野 唯 社３ 雙葉 

佐藤 理織子 社１ 公文国際学園 



３． 今後のチーム方針(新主将 3 年大北より) 

 

入替戦終了後、新体制は 11 月 23 日より練習を開始致しました。 

今季は 4 部優勝、3 部昇格を目指して取り組んでまいりました。リーグ戦では 7 勝 4 敗で 4

部優勝を果たし、11 月 5 日 6 日の 3・4 部入替戦に臨みましたが、自分たちの実力を出し切

ることが出来ず、4 部残留という悔しい結果に終わってしまいました。来春も 4 部リーグで

のスタートとなりますが、入替戦での悔しさを忘れずに 3 部昇格に向けて日々の練習に取

り組んでいく所存です。 

今冬の練習では、基本的な打撃力の向上、バッテリーの強化、守備の確実性といった来季の

試合に向けたテーマを掲げた上で、基礎練習を中心に個々人が自分に何が足りないか、何が

必要かを考えた上で、自分が今行うべき練習を見極めて練習を行っています。トレーニング

面に関しましても、契約している監修のトレーニングプログラムによる基礎的な筋力の上

昇、さらにはウェイト管理などを昨季よりも徹底して行うことにより、3 部レベルでの戦い

にも勝つことができるように取り組んで参ります。 

また今年も 12 月 22 日～28 日の期間、部員 25 名で広島商業高校の練習に参加させていた

だく予定になっております。練習内容としましては、秋リーグでの得点力不足という結果か

ら打撃練習中心のメニューをお願いしております。近くにお住まいの先輩諸兄におかれま

しては、何かとご面倒をお掛けすることもあるかと存じますが、宜しくお願い申し上げます。 

年明けからは実戦的な練習に加え、新入生の加入を目的に高校生との合同練習もいくつか

組み込んでおります。４月から始まるリーグ戦の舞台で、4 部優勝、そしてその後の 3 部昇

格という結果をご報告できるよう部員一同励んでまいります。去年の悔しさを晴らせるよ

う精一杯努力してまいりますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

  

以上でご報告を終わらせて頂きます。今後ともご支援ご声援のほど宜しくお願い申し上げ

ます。 

 

 

 

４． 広商合宿途中レポート（2 年粟より） 

今年度の広商合宿は 6 泊 7 日を予定しております。アップとトレーニングメニューから 1

日の練習は始まり、守備では広商の監督やコーチの方が厳しいノックで鍛えて下さいます。

打撃では 1.5kg のバットで練習しスイング力強化に努めています。24 日には広商 OB の達

川さんがキャッチャー陣に指導してくださいました。広商でしか経験できないことを大切

にし、残りの合宿でも少しでも成長できるよう部員一同励んでまいりたいと思います。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．第１０２回一球会ゴルフ報告(S44 年卒鐘江様より) 

 

第１０２回一球会ゴルフは、11 月 13 日立川国際 CC 奥多摩コースで開催されました。参加

者は、11 名でした。一時、時雨に見舞われるなど、肌寒い一日でしたが、いつも通りの熱

戦が繰り広げられ、西崎さんがパープレーの７２で、見事に初優勝を飾りました。 

 

結果は、以下の通りでした。 



 

 

 

 

今回は、竹内さん（S48 卒）が初参加でした。何時も申し上げている通り、本会も高齢化が

進んでおり、参加者が、漸減傾向にあります。本会を継続していくことが大事との認識のも

と、参加者増大に向けて努力していくこととします。 

 

次回は桜の見頃の 4 月 5 日に千葉 CC 川間コースでの開催を予定しています。 

 

幹事：鐘江、浅岡 

 

 

 

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 

３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 

OUT IN
優勝 49 50 NP、小波
２位 47 39 BG
３位 56 48
４位 48 48 NP,DC、HBG
５位 51 52 NP,DC,大波
６位 55 53 DS
７位 55 53
８位 53 52
BB 54 54
10位 57 57 DS
初参加 49 48 HBG

木野村
嶌根
稲垣
久木田
長谷川

西崎
浅岡
内山
鐘江
田中

97 97 15竹内

108 21 87
114 24 90

108 23 85
105 19 86

103 19 84
108 23 85

104 23 81 20
96 14 82

99 27 72 21
86 10 76 8

順位 氏名 TOTAL　　　HDCPHDCP ネット 新HDCP


