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  令和３年度春季総会が行われました 
 

７月１７日（土）、令和３年度一球会春季総会が開催されました。 

感染症拡大防止のため初めてオンライン形式での開催となった今回。オンラインだからこそできる新しい総

会の形を目指して各種企画や懇親会などが行われ、終始和やかな雰囲気で充実した２時間となりました。 

ご参加いただいた２７名の OBOGの皆様、誠にありがとうございました。 

 

≪ご出席いただいた方々≫ 

S41 植月俊勝 様 S48 今井鉄郎 様 S48 竹内昇 様 S48 野屋敷雅章 様 

S48 橋本城二 様 S49 原岡賢一郎 様 S50 加藤純夫 様 S51 飯島富士夫 様 

S51 佐治誠 会長 S52 高橋雅和 副会長 S52 伴野誠 様 S53 安立長 様 

S55 平野一男 様 S58 小方 浩史 様 S61 別納成明 様 H1 武田晴雄 様 

H２ 佐藤明 様 H2 山口斉 様 H5 犬飼一雅 様 S5 矢澤博之 様 

H7 小林正和 様 H10 高野敏行 様 H14 岩松亨 様 H14 荻田浩文 様 

H17 野条泰永 様 H24 酒井美帆 様 H２９ 倉石知輝 様  

 

 

 

前半ではまずご出席の皆様をご紹介したのち、

佐治会長よりご挨拶をいただき、続いて監督の４

年髙崎が春季リーグ戦での収穫や反省点などに

ついて総括、ご報告しました。OBの皆様からもご

感想や激励のお言葉をいただき、秋季リーグで

の優勝に向けて、部員一同改めて身の引き締ま

る思いでした。今後も試合動画の配信など試合

の模様をお届けして参りますので、熱い応援をど

うぞよろしくお願いいたします！ 

 

続いて、上半期の決算、下半期の予算案等について、会計の４年 MG佐藤がスライドを用いながらご説明し

ました。感染症対策に関してのご質問などをいただいた後、２０２１年度下半期予算案、同設備等助成金計

画案ともに承認されました。 

 

第一部の最後では、１００周年記念事業についての項目を実施。佐治会長より、環境整備事業の計画見直

しを含めご説明があり、HP改修事業、１００年史作成事業、寄付金募集については、それぞれの担当マネー

ジャーから進捗状況をご報告しました。方針の変更などもある中でご理解とご支援をいただいている OBの

方々に、改めて心より感謝申し上げます。引き続き事業を進めて参りますので、ご協力のほど何卒よろしくお

願いいたします。 
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前後半の合間、１０分間の休憩時間には、今年度の新歓 PV と春季リーグ戦のハイライト集動画を上映しま

した。選手の活躍を一気見できる動画に、多くの方からご好評をいただいております。ハイライト集動画は下

記のリンクからご覧いただけますので、当日ご参加が叶わなかった皆様もぜひご覧くださいませ！ 

【ハイライト集動画はコチラ！！→ https://youtu.be/L9Ue8-zc8Ok】 

 

 

第二部は、前半よりも少しリラックスした雰囲気で、現役と OBの皆様との交流を盛り上げる企画が行われまし

た！ 

 

最初は、リーグ戦ふり返り企画から。４年主将の白根、４年副主将の佐藤、首位打者を獲得した３年三家本

の、春シーズンに大活躍を見せてくれた３選手にその場でインタビュー。逆転のホームランや三者連続奪三

振など各選手の活躍の場面を動画でもご覧いただきながら、選手自ら試合時の心境や練習での意識などに

ついて語ってもらいました。マネージャーとのインタビューの後には、OB の方からもご質問いただける時間をご

用意。首位打者のタイトルなどを話題に先輩方の現役時代のお話もうかがうことができ、初のオンライン企画

ながらお楽しみいただくことができました。 

 

続いては、今年度の新歓活動についてのご報告と、１・２年生部員による自己紹介タイムへ。１年生１２名と２

年生９名が一言ずつご挨拶しました。部活動自体が休止になるなど新歓活動が思うようにできない中でも熱

意ある新入生が多く入部し、今年度部員は５０名になるなど、部は一層大きな組織となりますます活性化し

ていきています。 

 

総会の最後は、ブレイクアウトルームを利用した懇親会

を行いました。部員と OB の方合わせて８～９名ずつの

グループに分かれ、１５分間と短い時間ではありました

が、自由に語らい交流することができました。リーグ戦

の話題や日頃の大学生活の話、選手・マネージャーと

もにお褒めのお言葉をいただくなど、非常に楽しい時間

を過ごさせていただきました。また OB同士久々の再開

という方も多く、現役時代をふり返りながらお話に花が

咲いていたようです。 

 

直接集まることは叶いませんでしたが、オンラインだからこそ遠方の方にもご参加いたくことができ、新しいスタ

イルとして実りある総会とすることができたと実感しております。グラウンドや試合の応援にご来場いただけない

中で、少しでも部員との交流をお楽しみいただけておりましたら幸いです。 

秋の総会もどのような形で開催できるか不透明ではありますが、今回の経験を活かしてより多くの先輩方とつ

ながりを築くことができるようまた企画して参ります。改めまして、お忙しい中ご参加くださった皆様、誠にありが

とうございました！ 

 

 

 

https://youtu.be/L9Ue8-zc8Ok
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総会を終えて 

 

〈S５１ 佐治誠 会長〉 

今回初めてオンラインで OB総会を開きました。多くの皆様にご参加いただき誠にありがとうございました。 

マネージャー・選手達の事前の準備が効を奏したと思いますが、OB参加人数は従来の 10人前後から 30

人弱に増え、愛知や群馬など地方から参加の方もおられ、年齢的にも昭和 40年代から平成 20年代まで

幅広くご参加いただきました。 

後半の懇親会パートでは、リーグ戦の振り返りインタビューや選手とＯＢが少人のグループに分かれての雑談

など、本来ＯＢ総会で味わいたかったようなことがオンラインで実現でき、参加の皆様に楽しんでいただけたの

ではないかと考えております。 

次回、コロナが収まり実開催が可能になった場合でも、このオンラインの良さを何とか生かしたいと考えており

ます。皆様からのご意見もいただきながら良いものにしていこうと思いますので引き続きご支援をよろしくお願

いいたします。 

 

 

〈H１ 武田晴雄 様〉 

実は総会は卒業以来参加したことがなかったのですが、丁重な開催案内をいただいたこともあり、また zoom

なら大阪からも参加できるのでちょっと覗いてみようかという軽い気持ちで参加させていただきました。 

どんな感じになるのか不安もありましたが、昨年来のコロナ禍で現役メンバーも普段からオンラインツールの扱

いに手馴れているようで、資料や映像をうまく使い、部員インタビューやブレークアウトルームでの懇親会など

趣向を凝らし、マネージャー中心としたスムーズな進行で２時間があっという間でした。画面越しに懐かしい

顔に会うこともでき、春季リーグでの健闘の話題で盛り上がり、想像以上に楽しいひと時でした。 

秋のますますの躍進を期待しています。 

 

 

〈H29 倉石知輝 様〉 

H29卒の倉石です。この度春季総会に参加させていただきました。 

今回の総会は、現況の状況ということを鑑み、Web上での開催となりました。OB訪問で交流を持った３年

MG小林さんからのご連絡であり、また Webでの実施という新しい試みに対してとても興味が湧き、今回参加

させていただきました。 

総会は、大きなトラブルなく、とてもスムーズに進行しました。現役選手や MG が工夫を重ねた努力もあり、現

役選手へのインタビューを通した春季リーグの振り返りや Zoom のブレイクアウトルーム機能を活用した選手と

の交流といった、実際に現役選手を知り、また接点を持つ機会を用意していただき、今回の春季総会の参加

はとても満足のいくものでした。現役選手や MGのご尽力に感謝申し上げます。 

現役選手や MG には、このような状況の中でも工夫を重ねていき、秋季リーグ戦で満足のいく結果が出ること

を祈っています。 
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〈４年 浅川彩音 （MG）〉 

ご出席の皆様、準備にご尽力いただいた世話人の皆様、沢山のご協力をいただき誠にありがとうございまし

た。 

参加者の 1人としてはオンライン形式を何度も経験したものの、やはり自身が主催者となると、通信環境はど

うか、急なトラブルはないかと直前まで不安ばかりでした。しかしそんな不安も要らなかったと思うほどに皆様

からのフォローと楽しいお話を頂き、チームとしてもリーグを振り返る良い機会として、無事に良い形になった

のではと感じています。さらに楽しい会にできるよう、マネージャー一同励んでまいります。 

懇親会にていただいたご声援に恥じぬよう、秋のリーグに向けて精進して参りますので、ご声援のほどよろしく

お願い致します。 

 

 

〈４年 安土潤介 （外野手）〉 

先日、７月１７日に OB 総会が行われました。ご参加してくださった OB・OG の皆様、誠にありがとうございま

した。 

OB総会をするのも随分と久しぶりだなと感じました。調べたところ、2019年 11月 22日以来の開催です。

一年半、久しぶりに感じるわけですね。今回はオンライン開催という初めての試みでしたが、遠方の方など、

普段参加できない方とお話することができました。それでも、直接 OB・OGの方々とお会いしたいなと改めて

感じる総会になりました。 

次の秋リーグが４年生の私にとっては最後のリーグ戦であり、次の総会が最後の総会になります。最後のリー

グ戦、総会はぜひ OB・OGの方々に直接来ていただけることを願っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～１００周年記念事業寄付金募集の状況～ 

２０２１年７月２６日現在、いただいたご寄付は 

計１３３名、総額 16,713,300円   となっております。誠にありがとうございます。 

最新の寄付募集状況やご寄付いただいた方のお名前などの詳細は、ホームページ内「OBOG の方へ」の

100周年記念事業のページ(https://hitotsubashi-bbc.com/ikkyukai3/100-2/)に掲載しております。 

https://hitotsubashi-bbc.com/ikkyukai3/100-2/
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  現在の活動状況＆オープン戦試合日程 

  

 新型コロナウイルスに伴う大学の活動指針によって課外活動が制限される中、リーグ戦出場を理由に特例

として活動を認められていましたが、大会期間終了に伴い、７月８日から再び全体での活動を停止しておりま

した。その間、選手は各自自主練習やウエイトトレーニング等に励み、部としては、多くの部員が通院している

整骨院のご協力を得て、短い練習期間で実戦に臨んだ場合の怪我等のリスクを客観的に提示するなど、大

学側との調整を進めて参りました。 

 そして、昨日７月２８日に大学への申請が受理され、本日２９日より学内グラウンドでの練習を再開しました。

まずは暑さに体を慣らしながら、徐々に実戦に向けたレベルアップを図って参ります。なお、７月３０日、３１日

に予定されていた高千穂大学、全浦和野球団とのオープン戦は中止となりましたが、８月以降以下の日程で

試合を行う予定です。ただし球場でご観戦いただくことはできませんので、あらかじめご了承くださいませ。 

 

 

オープン戦試合日程       

８/３（火） ｖｓ 東京外国語大学 ＠所沢航空記念公園野球場 10：00～ 

８/６（金） ｖｓ 東京学芸大学 ＠武蔵村山市総合運動公園野球場 12：00～ 

８/１６（月） ｖｓ 駿河台大学 ＠駿河台大学グラウンド 10：00～ 

８/１９（木） ｖｓ 杏林大学 ＠杏林大学グラウンド 13：00～ 

８/２７（金） ｖｓ 東京都立大学 ＠都立大学グラウンド 10：30～ 

 

 

 

  おくやみ 
 

昭和２８年ご卒業の竹田正巳様が、令和３年５月２８日にご逝去されました。 

 

竹田様は千葉県の成田高校より一橋大学、そして弊部に入部され、現役時代は東都２部リーグで首位打者

を獲得なさるなど、名遊撃手としてご活躍されておりました。 

ご卒業後も品川白煉瓦株式会社（現品川リフラクトリーズ株式会社）の社長としてご活躍なさり、平成２年～

９年には一球会の会長を務められるなど、長きにわたり弊部の発展にご尽力いただきました。 

 

遅ればせながら、謹んで皆様にお知らせ申し上げますとともに、竹田様のご冥福を心よりお祈り申し上げま

す。 
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今月も一球通信をご覧くださいましてありがとうございます。 

 

お伝えしたように、７月１７日に一球会春季総会が行われました。初のオンライン開催となり、どのように日

頃の感謝をお伝えできるか、現役部員と先輩方との交流を盛り上げられるか、私たちマネージャーとしても

試行錯誤しながら準備、運営に臨みました。少しの不安もあったものの、当日は佐治会長はじめ世話人の

方々、また当日ご参加くださった皆様のお力添えによって無事充実した会とすることができ、ほっとすると

同時に、一つの選択肢としてオンライン開催に手ごたえを感じることができました。ご参加いただいた方か

らもご好評をいただき、とても嬉しく思います。 

次回以降も、気軽にお楽しみいただきながら交流を深められる場とできるよう工夫して参りますので、ぜひ

多くの方にご参加いただけますことを楽しみにしております。ご出席くださった皆様、また今回ご感想を寄

せていただいた佐治様、武田様、倉石様、誠にありがとうございました。 

 

また、本日より全体練習を再開しました。来週以降オープン戦５試合も予定しておりますので、暑さに負け

ず集中して練習に励んで参りたいと思います。 

 

今後とも皆様のご支援、ご声援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

夏本番、厳しい暑さが続いて参りますが、どうぞお健やかにお過ごしくださいませ。 

 

一橋大学硬式野球部３年 

内海和音 

 

 

今月の一枚 

東都大学野球連盟春季リーグ戦 

個人タイトル表彰式にて一枚。 

 

３年の三家本直希が 

首位打者のタイトルを獲得しました！ 

秋リーグでは MVP を狙う三家本。 

彼の活躍から目が離せません。 

引き続き応援をよろしくお願いします！ 
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https://twitter.com/hit_baseball https://instagram.com/hit.baseball 

公式 Instagram、Twitterのフォローもぜひお願いいたします！ 

 

 

一球通信では OBOGの皆様からのご寄稿文を募集しております！ 

現役時代の思い出や最近のお仕事・ご活動の様子について、創部１００周年に向けてのメッセー

ジなど、テーマ・分量は問いませんのでどうぞお気軽にお寄せください。 

また、こちらから直接ご依頼させていただく場合もございますので、その際にはご協力いただけます

と幸いです。お忙しいところお手数をおかけしますが、皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

ご寄稿のお願い 

▼一橋大学硬式野球部公式ホームページはこちら 

https://hitotsubashi-bbc.com 

▼「OBOGの方へ」ページ URL 

https://hitotsubashi-bbc.com/ikkyukai3/ 

（パスワード： hitbbc） 

https://twitter.com/hit_baseball
https://instagram.com/hit.baseball
https://hitotsubashi-bbc.com/
https://hitotsubashi-bbc.com/ikkyukai3/

