
 

 

 

 

 

 

 

 

今年も応援ありがとうございました！ 
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  令和３年度一球会秋季総会が行われました 
  

 １２月１１日（土）１５時より、令和３年度一球会秋季総会が行われました。今回も春に引き続きオンライン

上での開催となりましたが、計２０名の方にご出席いただき非常に有意義な時間となりました。 

 ご出席いただいた皆様を下記にご紹介いたします。お忙しい中ご参加くださり誠にありがとうございました。 

 

S48 石井大介 様 S48 今井鉄郎 様  S48 橋本城二 様 S49 原岡賢一郎 様 

S50 加藤純夫 様 S51 佐治誠 会長 S52 高橋雅和 副会長 S52 伴野誠 様  

S55 平野一男 様 S58 小方浩史 様 H５ 犬飼一雅 様 H５ 矢澤博之 様 

H７ 小林正和 幹事 H７ 永野均 様 H10 高野敏行 様 H14 岩松亨 様 

H14 荻田浩文 様 H24 酒井美帆 様 H31 平洸大 様 R２ 渡辺佳奈 様 

 

 第一部では、佐治会長のご挨拶に続き、青野利彦部長（法学研究科教授）からもご挨拶をいただきまし

た。今年度をもってご退任される青野部長に、改めて感謝申し上げます。皆様には後任の方が決定し次第

再度お伝えする予定です。また、今期決算報告・来期予算案提案では、今月からお招きすることとなった投

手コーチの宮田純さんを紹介させていただきました。宮田さんのご指導の様子は『今月の活動報告』のペー

ジに掲載しておりますのでぜひご覧ください。 

 

 続く新幹部案の承認では、当初の監督２名で業務を

分担する体制に組織力等の観点から様々ご指摘をい

ただきました。当日は承認見送りとなっておりましたが、

検討の末「監督」、「監督代行」との名称で役職を設け

役割の線引きを明確化することとしました。新幹部一覧

は『新幹部のご紹介』のページに掲載しております。 

 

 途中休憩の時間には、高橋副会長ご協力のもと３年 MG小林が作成した環境整備事業の現地リポート動

画、また選手写真のスライドショーを上映しました。 

動画はこちらのリンク【https://youtu.be/AV4AtpsoTg0】からご覧いただけます！ 

 

 第二部では、１００周年記念事業に関するご報告、４年生へのインタビュー企画、OBの方と現役部員との

懇親会を行いました。インタビュー企画では、青田・阿佐美・浅川の３名の４年生が登壇し、４年間をふり返っ

ての感想や後輩へのメッセージを語ったほか、引退した１３名全員が一言ずつご挨拶しました。 

懇親会では、各ルーム１０名程度に分かれ、日頃の活動の様子や来季の目標など自由なテーマで語らい合

いました。短い時間でしたが、どのルームも和やかな雰囲気で貴重な交流の機会となったようです。 

 

 今年度の総会は春秋ともにオンライン開催となりましたが、これまでになかった企画が行われたり、遠方の

方にもご参加いただいたりと、リモートならではの収穫も多く得られました。来春以降の開催形式については今

後検討して参りますが、対面・オンラインそれぞれの良さを活かしたより充実した会にしていければと思いま

す。改めまして、ご出席くださいました皆様、誠にありがとうございました！ 

 

https://youtu.be/AV4AtpsoTg0
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  新幹部のご紹介 
 

 ２０２２年新チームの幹部が下記のとおり決定いたしましたのでご紹介します。 

 現３年部員からプレーヤーを引退し監督に専念する選手が出なかったことを理由に、３年持丸が選手兼監

督という形でグラウンド上での指揮を執り、３年池田が監督代行として監督会への出席等外部との折衝を担

当することとなりました。選手兼任となる持丸の負担軽減と、池田のこれまでの主務としての経験を活かす観

点からこのような体制となっています。また、試合時の采配は持丸と学生コーチの２年井上で行うほか、副将

は置かず各ポジションリーダーを設けることとなりました。 

 例年とは異なる点も多くありますが、部員同士徹底して話し合い考え抜いたチーム体制です。３部優勝・２

部昇格に向け、幹部のみならず部員一同全力を尽くして参ります。それぞれの意気込み・コメントは来月号以

降に掲載予定です。お楽しみに！ 

 

 

役職 氏名 学部・学年 出身校 

監督 持丸 航毅 社会・３年 桜修館中等教育 

監督代行（外部折衝担当） 池田 健太郎 社会・３年 東京学芸大附属 

主将 三家本 直希 商・３年  川和 

投手リーダー 中村 悠太郎 法・３年 湘南 

内野リーダー 五井 晴己 社会・３年 藤島 

外野リーダー 本田 啓将 社会・３年 県船橋 

主務・学生コーチ 井上 雅也 法・２年 市金沢 

副務 重松 大誠 法・１年 西大和学園 

マネージャー長 三浦 美咲 社会・３年 明善 

会計 古川 真穂子 商・３年 富士見 

会計 向井 真子 経済・１年 山脇学園 
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  ４年生よりOBOGの皆様へ 
 

＃23 綾野滝馬 （内野手） 

お世話になっております。4年の綾野です。OBOGの皆様 4年間多大なるご支援をありがとうございました。

おかげさまで、私が入部した当時に比べ練習環境は比べ物にならないくらい良いものになり、結果チームも 3

部で戦えるくらいには強くなることができました。 

正直、自分の思い描いていたような華やかな大学野球 4

年間ではありませんでした。高校までではとても考えが及ぶ

ことがなかったチームマネジメントであったり、食事の大事さ

であったり、同じ目的に向かってともに切磋琢磨する仲間

のかけがえなさであったり、本当に多くのことを学ぶことがで

き、人として大きく成長することができました。 

これほど 1つのことに打ち込むことはこれから先の人生で

果たしてあるのでしょうか。4年間、いや 14年間続けてき

て本当によかったです。野球を通じて得た自分の財産とも

いえる経験を大切にこれからの人生を生きていきます。あり

がとうございました。 

 

 

 

＃３６ 酒井駿輔 （外野手） 

お世話になっております。4年の酒井です。OBOG・保護者の皆様に支えられて、一生の思い出になるすてき

な 4年間を過ごせたと思っています。本当にありがとうございました。 

高校の最後の大会は、あっけなく終わってしまい、悔しいと思う時間さえありませんでした。先日の最終戦は、

負けてしまいましたが、自分の中で、やりきったという気持ちで終わることができました。それも、皆様のおかげ

で、充分な練習をしてこられたからだと思います。毎日フリーバッティングのできる環境には感動しましたし、そ

のおかげもあって、人生ではじめて柵越えを打つことができました。大学で野球を続けたことで、プロ野球を観

るのも好きになりました。 

これからは野球を好きな気持ちを忘れずに、後輩の活躍を楽しみにしたいと思います。4年間、大変お世話

になりました。 
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＃４２ 阿佐美駿将 （外野手） 

お世話になっております。先日引退しました４年の阿佐美です。 

４年間目一杯野球に取り組むことができたのは OBOGの皆様や保護

者の皆様の支えがあったからだと思っております。４年間、ありがとうご

ざいました。 

昨年の秋リーグで３部に昇格してから今年は３部での優勝を目標にし

てきました。春、秋と２シーズン終わって優勝できないどころか秋は最

下位になってしまい。OBOGの皆様のご期待に応えられなかったこと

がとても心残りです。個人的にもあの場面で打てていれば、あの打球

が捕れていれば、など鮮明に色々な場面が記憶に残っていて悔しい

ですが、頼りになる後輩たちが必ずリベンジしてくれると思うので期待し

て応援しています。 

コロナなどもあり本当にあっという間の４年間でしたが、とても楽しかっ

たです。４年間ご支援してくださりありがとうございました。 

 

 

 

 

佐藤理織子 （マネージャー） 

お世話になっております。4年マネージャーの佐藤です。ご挨拶が遅れ、

申し訳ございません。  

この 4年間皆様に支えていただき、無事引退を迎えることができました。

本当にありがとうございます。まずは今年度の春リーグ、秋リーグはともに全

試合終えることができたことに対して安堵と感謝の気持ちでいっぱいです。  

秋は結果が伴わず、3部最下位という順位になったことへの悔しさはもち

ろんありますが、先輩方と積み上げてきた 4年間とこのチームで 1年かけ

て作り上げたものは無駄ではなかったと思えました。3部で戦えるチームに

なったこと、マネージャーとして一橋野球部を守り切れたことに大きな達成

感を感じています。これほどの経験と成長が得られたのも、一重にチーム

メイトと皆様のおかげで感謝してもしきれません。  

私たちの代は後輩にも恵まれ、前チームでも心強い戦力になってくれまし

た。これからは彼らの活躍を楽しみに、一球会の一員として応援し続けた

いと思います。  

改めまして、これまでの温かいご指導とたくさんの応援、誠にありがとうございました。今後も引き続き一橋大

学硬式野球部を宜しくお願いいたします。 
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  今月の活動報告 
 

２０２１年の活動は先週２４日の全体練習をもって終了し、現在は１月中旬までの冬季オフ期間に入っていま

す。新チームが始動してはや２カ月。今月は、内外野別の守備練習やフリーバッティング、シートバッティン

グ、盗塁練習などバランスよく、個々人の課題克服やレベルアップに向けて練習に打ち込みました。特に特

打では、ティーバッティングやハーフバッティング、メディシンボールを使ったトレーニングなど複数のメニュー

を４～５分ずつ連続して繰り返しこなし、バッティングやフィジカル面の強化に集中的に取り組みました。ポジ

ション内や特打のペア同士でプレーの指摘、アドバイスの声も盛んに聞かれ、良い雰囲気で練習に取り組む

ことができており、オフに入った今週も多くの選手が自主練習に励んでいます。 

 

また、ヘルスラボスポーツによる各種トレーニングやバッティングの指導も再

開しました。走力や柔軟性などの測定会を行って課題に合わせたストレッチ

やトレーニングメニューを組み立てたり、身体の有効な使い方を学んでフォ

ームの改善に取り組んだりと、専門的な観点から様々なアドバイスをいただく

ことでそれぞれに合った合理的な練習が可能になり、選手たちも手ごたえを

感じているようです。 

 

さらに、今月から新たにピッチングコーチとして宮田純さんをお招きすることと

なり、今月２１日に初回の指導にいらっしゃいました。 

投手陣の練習に参加していただき、トレーニングメニューの提案や 

ブルペンでのフォームチェック・指導など、早速様々な角度から

アドバイスをいただきました。トレーニングやフォームの指導に加

え、メンタルコントロールの分野も得意とする宮田さんに総合的な

指導をいただくことで、来春に向け投手陣全体の課題克服・レベ

ルアップを図っていきたいと思います。 

 

 

 

大学時代は東京経済大学でエースとして活躍し、MVP、

ベストナイン、最優秀防御率などのタイトルを獲得した。  

現在は一般企業に勤めながら、群馬県の関東学園大附

属高校で外部コーチとして指導。 フォーム指導、配球・マ

インド指導、トレーニングメニュー提案等を得意としている。 

 

Twitter で積極的に情報や意見を発信しており、それらの

意見にピッチャー陣が賛同し、外部コーチとして依頼する

こととなりました！ 

Twitterアカウントはこちらから↓ 

https://twitter.com/nagelucom 

＜宮田純さん＞ 

https://twitter.com/nagelucom
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  １００周年記念事業特集＃５ ～部室改修工事が始まりました！～ 

  

１００周年記念事業の目玉である環境整備事業は、１１月２４日よりいよいよ部室改修工事が始まりました。

それに合わせて、野球部 HP 内「OB・OG の方へ」の「１００周年記念事業のご案内」ページもアップデート。今

回は皆様にぜひチェックしていただきたい HP とリポート動画、また部室改修事業のポイントをお伝えします！ 

 

≪改修後の間取り≫ 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

☆ POINT１ ☆  女子更衣室・女子トイレ 

現在の男子トイレ・シャワールームの間取りを大きく変更し、女子更衣室と女子トイレを新たに設けます。女子

マネージャー専用の更衣スペースと作業部屋ができるほか、これまで校舎まで移動せねばならなかったお手

洗いも、マネージャーや観戦にいらした方が利用できるよう新設します。 

 

☞ 部 HP内「１００周年記念事業のご案内」ページは 【こちら】 

トップページ→「OB・OG の方へ」→パスワード「hitbbc」を入力→「１００周年記念事業」と進むとペ

ージを開くことができます。環境整備事業のコンテンツ内「詳細を見る」をクリックし、新しくなった

環境整備事業計画資料をどうぞご覧ください！ 

 

☞ 環境整備事業現地リポート動画は 【こちら】 

高橋副会長と３年小林・池田が出演し、現在の部室とグラウンドのリポート動画を制作しました！

MG小林の情熱がたっぷりとこもった、YouTubeｒ顔負けの仕上がりとなっています。環境整備事業

への理解が深まるだけでなく、グラウンドに足を運んだ気分にもなれる動画です。視聴必須、要チ

ェックです！！ 

 

硬式野球部 

男子更衣室 

ハンドボール部 

部室 

シャワールーム 

女子更衣室 

男子トイレ 

女子トイレ 

https://hitotsubashi-bbc.com/ikkyukai3/100-2/
https://youtu.be/AV4AtpsoTg0
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☆ POINT２ ☆  男子更衣室 

女子更衣室の新設に伴い、男子更衣室のスペースも拡大。部員が増えても快適に利用できるようになりま

す。室内の什器も新たに揃え、今後長く部屋を利用できるようレイアウトも工夫します。 

 

☆ POINT３ ☆  男子トイレ・シャワールーム 

男子トイレとシャワールームのスペースは旧部室よりやや狭くなるものの、リフォームによってこれまでより清潔

で使いやすい空間に生まれ変わります。 

 

 

≪完成イメージ≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～１００周年記念事業寄付金募集の状況～ 

２０２１年１２月２７日現在、いただいたご寄付は 

計１５８名、総額 19,393,300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。 

2022年２月完成予定！ 

春季リーグ戦の 

ご観戦と合わせて 

ぜひお越しください！！ 

https://hitotsubashi-bbc.com/ikkyukai3/100-2/
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  おくやみ 
 

昭和４５年ご卒業の福屋貴司様が、令和３年１２月９日にご逝去されました。謹んで皆様にお知らせ申し上げ

ます。 

福屋様は、茨城県の水戸第一高校より一橋大学、そして弊部に入部されご活躍なさいました。 

福屋様の永年のご尽力に感謝申し上げますとともに、ご冥福を心よりお祈りいたします。 

 

 

今年旅立たれました１０名の大先輩方に敬意を表し、こちらに掲載させていただきます。 

謹んでお悔やみ申し上げます。 

ご芳名 卒年 忌月 

名取光弘 様 昭和６０年 ２０２１年１月 

荒井潔 様 昭和３４年 ２０２１年１月 

堀越二彦 様 昭和３２年 ２０２１年３月 

小西利幸 様 昭和４０年 ２０２１年３月 

深澤満穂 様 昭和３０年 ２０２１年４月 

大和啓一 様 昭和５４年 ２０２１年４月 

橋本誠一 様 昭和２６年 ２０２１年４月 

田崎研二 様 昭和３９年 ２０２１年４月 

竹田正巳 様 昭和２８年 ２０２１年５月 

福屋貴司 様 昭和４５年 ２０２１年１２月 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2017年６月 26日撮影 

最後列左端：福屋貴司様 

最後列右端；大和啓一様 
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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。 

 

２０２１年も残すところあと２日となりました。振り返ると、昨年の秋に３部昇格を果たしたものの、１月に入

りすぐに再三の活動禁止が言い渡され厳しいスタートとなった一年でした。３月半ばに全体練習を再開し

オープン戦もままならない状況でしたが、５月いざ始まったリーグ戦は混戦の中３位。部員みな初めての

３部リーグながらどうにか奮闘し、タイトル獲得選手が出るなど大きな手ごたえを感じられた春シーズンで

した。一方秋季リーグではあと一歩で勝ちきれない試合が続き、６位という大変悔しい結果に終わりまし

た。選手・マネージャー問わずそれぞれが、その悔しさをバネに目標・課題に真摯に向き合い努力する

のみです。来年こそは必ず３部優勝を果たし、２部の舞台で戦う姿をお見せしたいと思います！ 

 

今年も新型コロナウイルスの影響による制限や旧三商大戦の中止などによってなかなか選手の戦う姿

をご覧いただくことが難しい中でしたが、大変多くの方に激励のお言葉や活動へのご支援をいただきまし

て、誠にありがとうございました。応援してくださる皆様の存在が私たち部員の原動力となっています。改

めて、心より感謝申し上げます。 

 

来年も変わらぬご支援、ご声援を賜りますよう何卒お願い申し上げます。２０２２年の硬式野球部にも、

どうぞご期待くださいませ。 

それでは、皆さま良いお年をお迎えください。 

一橋大学硬式野球部３年 

内海和音 

 

 

 

 

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 
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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/

