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  令和４年度上半期OB会費ご協力のお願い 
  

 １２月中旬よりご案内させていただいているように、下記の要領にて令和４年度上半期 OB会費のご協力を

賜りますようお願い申し上げます。また既にご協力いただきました皆様、今期も誠にありがとうございます。皆

様からのご支援に感謝の気持ちを忘れず、部活動のさらなる発展に役立てさせていただきます。 

 

 ここ２年間ほど部員による直接のご訪問は中止しておりましたが、今季より、可能な範囲で少人数にてご訪

問を再開させていただきました。感染症の拡大状況により変更となる場合もございますが、ご訪問またはお振

込のうちご希望の方法にてご協力くださいますようお願いいたします。また、自動引落での会費ご納入も引き

続き承っておりますので、ご希望の方は部メールアドレス（hit.u.bbc.mg@gmail.com）、または主務携帯電話

（090-9385-7015）までご連絡いただけますと幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

【令和４年度上半期 OB会費ご協力のお願い】 

 

 (１)期間     １２月下旬～ （お振込は２月末日までにお願いいたします。） 

 (２)金額     昭和４８～昭和５３年ご卒業の方      ： \5,000 または \10,000 

           昭和５４年以降ご卒業の選手経験者の方 ： \10,000 

                〃      選手非経験者の方  ： \5,000 

 (３)納入方法  ①郵便振替 

            番号：00180-7-111287 （ご自宅に郵送いたしました振込用紙をご利用ください。） 

           ②銀行振込 

            三井住友銀行 支店：国立（666） 口座：普通 7264477 「一橋大学硬式野球部」 

            ゆうちょ銀行 番号：00180-7-111287 「一橋大学硬式野球倶楽部」 

           ③自動引落 

            （新たにご希望の方は上記連絡先までご連絡くださいますようお願いいたします。） 
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  今月の活動報告 
 

 昨年末からの長期オフが明け、今月１８日(火)より練習を開始しました！ 

 今月は週に全体練習を３日間、練習内容の自由度を高めた個人練習を２日間設けるメニューで、来月以

降のより実践的な練習に向けた土台づくりがメインです。感染症対策の観点から、現在はチームを２班に分

け午前午後２部制での練習となっていますが、限られた人数や環境の中でも士気を落とすことなく、選手そ

れぞれが最大限力を伸ばすべく集中して取り組んでいます。２月からは、部室の利用や距離の確保などのル

ールをより細かく設定し感染症対策を徹底した上で、チーム全員での練習を再開する予定でした。 

 しかし本日、感染症拡大に伴う大学の活動指針レベルの引き上げ、課外活動の原則禁止が発表されまし

た。規則内容や特例措置の詳細はまだ分かっていませんが、おそらく向こう数週間は練習ができない状況が

続くと考えられます。２月からの練習に意気込んでいただけにショックが大きいですが、まずは冷静に活動方

針を見直し、制限の中で最大限できることに取り組んで参りたいと思います。 

 

 また、２月・３月には下記の試合日程でオープン戦も多く予定しております（課外活動の制限により大幅に変

更となる可能性があります）。まずは春リーグでの優勝に向け、チーム一丸となって練習に励んで参ります。 

２０２２年も応援のほどどうぞよろしくお願いします！ 

 

オープン戦試合予定   

２/２０（日）  vs帝京平成大学       ＠長生の森公園野球場 

３/２（水）   vs東京学芸大学       ＠一橋大学グラウンド 

３/５（土）   vs新座ダイアモンドドッグス ＠一橋大学グラウンド 

３/６（日）   vs全浦和球団         ＠一橋大学グラウンド 

３/９（水）   vs東京都市大学       ＠一橋大学グラウンド 

３/１１（金）  vs東京工業大学       ＠一橋大学グラウンド 

３/１９（土）  vs千葉大学          ＠一橋大学グラウンド 

３/２０（日   vs東京好球倶楽部     ＠一橋大学グラウンド 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チームとは別に 

個人で指導者を探し 

積極的にアドバイスを受けるなど、 

レベルアップに向け 

貪欲に取り組んでいます！ 
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  新幹部よりごあいさつ 
 

 

＃４７ 持丸航毅 （監督） 

この度監督を務めさせていただくことになりました、持丸航毅と申します。 

昨秋は 3部最下位に終わり、非常に悔しい思いをしました。今年のチームは

目標を「3部優勝、2部昇格」に設定しました。昨年 1年間 3部で戦った経験

を活かし、飛躍の年にしたいと思います。 

目標に向かって部員一同励んでまいりますので、今後とも応援よろしくお願い

致します。 

 

 

 

＃３０ 池田健太郎 （監督代行） 

この度監督代行となりました、3年の池田健太郎です。 

役割としては外部折衝を担当し、連盟との連絡や監督会の出席などが主な仕

事となります。表立ってチームを引っ張る場面は少ないかもしれませんが、監

督や主将をサポートし、3部優勝、2部昇格を目指すチームの支えとなれたら

と思います。今後とも応援よろしくお願い致します。 

 

 

 

＃１ 三家本直希 （主将） 

2022年度主将の三家本直希です。 

今年のチームは三部優勝二部昇格を絶対の目標として掲げました。『ヤンゾヤ

ンゾ』というスローガンのもと、攻撃と守備の両面でミスを恐れない積極的なプ

レーをすることをオープン戦から徹底し、一橋のチームカラーを作り上げて来ま

した。 

春季リーグでは 3部優勝 2部昇格を成し遂げ、強い一橋をお見せするので、

ぜひ球場に足を運んでみてください。今後とも応援のほどよろしくお願いします。 

 

 

 

＃４１ 中村悠太郎 （投手リーダー） 

投手リーダーになりました中村悠太郎です。 

昨年３部で一年間戦い、３部のレベルの高さや勝つことの難しさを痛感しまし

た。しかしその一方で自分達の力が通用する手応えもはっきりと掴むことが出来

ました。この冬に投手陣全体でレベルアップして今年こそは目標としている３部

優勝を果たします。今後ともご声援の程よろしくお願い致します。 
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＃５ 五井晴己 （内野手リーダー） 

この度、内野リーダーを務めることになりました、五井晴己です。 

昨年は春に 3部 3位と言う結果を残した一方、秋は最下位に沈み悔しい 1年

になりました。1年間 3部で闘った経験をもとに、3部優勝・2部昇格という目標

に向けて部員一同精進して参ります。 

今後ともご支援・ご声援のほど、よろしくお願い致します。 

 

 

 

＃４ 本田啓将 （外野手リーダー） 

この度外野リーダーを務めます 3年の本田啓将です。 

外野は主力として試合に出ていた先輩方が抜けて大分メンバーが一変わる形

となります。ですが同期、後輩とも力のある選手は揃っていますので是非リーグ

戦で外野陣が暴れる姿を見てほしいと思います。 

今年は外野が強い！と言われるチームにしていきますので、応援よろしくお願い

いたします。 

 

 

 

 

井上雅也 （主務・学生コーチ） 

新しく主務兼学生コーチとなりました井上雅也です。 

今までとは違う立場から、チームの勝利に貢献できるよう頑張ります。 

これからも応援よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

三浦美咲 （マネージャー長） 

マネージャー長を務めさせていただくことになりました 3年の三浦美咲です。 

マネージャー、部全体を支えていけるよう、自分らしく向き合っていきたいと思い

ます。そして、チームの目標である 3部優勝・2部昇格のためにマネージャー

からチームを引っ張り、高めていけるマネ組織をつくりたいと思います。個人とし

てもチームとしても大きく成長を遂げられるよう励んでまいります。 

よろしくお願いいたします。 
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  OB名簿改訂に関するお知らせ 
 

 昨年秋頃からご協力をお願いしておりました部 OB名簿の改訂が完了しましたのでお知らせいたします。      

 これまでおよそ３年に一度の頻度で更新・共有を行ってきた OB名簿ですが、皆様の利便性向上とコスト面

を考慮し、今回より体裁や共有方法を変更させていただきました。今回の名簿改訂にあたってのポイントは以

下の通りです。 

１． 名簿を部ホームページに掲載・冊子郵送を希望制に 

これまで OB名簿は冊子形式とし一球会会員の皆様に郵送しておりましたが、今後は部ホームページの

OBOGページ内にパスワード付きで掲載いたします。登録情報変更毎のデータ更新を可能にするほか、冊

子作成・郵送にかかるコストの削減がその主な理由です。今後はホームページ上から手軽に最新の情報

を閲覧していただくことが可能です。なお、外部のWeb名簿サービス導入も検討しましたが、費用面での

課題からホームページを利用することといたしました。 

一方、冊子の郵送も希望制にて当面の間継続します。既にご希望いただいた方には、１月末から２月初旬

にかけて順次お送りする予定です。 

 

２． 名簿掲載情報の限定 

部ホームページへの掲載に合わせ、個人情報保護の観点から、ホームページ・冊子ともに名簿上に掲載

する情報を限定させていただきました。名簿に記載する情報は、【氏名・卒年・出身校・勤務先・自宅住所

（市区町村まで）・電話番号・メールアドレス】です。ご住所など詳細な情報が必要となった際にはマネージ

ャーを通じてお伝えすることが可能ですので、部までお問い合わせください。従来の名簿から情報を省略し

た項目が多くご不便をおかけする点もございますが、皆様の安心安全のための措置となりますので、何卒

ご理解いただけますと幸いです。 

また、ホームページ掲載にあたっては、OBOGページ閲覧時と名簿閲覧時にそれぞれパスワードを設定し

アクセス制限を行っています。パスワードは定期的に変更し一球会会員の皆様のみにお伝えするほか、掲

載をご希望でない方の情報は記載せず、セキュリティ対策には細心の注意を払って運用いたします。 

 

 OB名簿の改訂にあたっては、昨年より世話人会にて検討を重ね上記のような決定に至りました。変更点

等ご不明な点やご意見がございましたら、お気軽に部（hit.u.bbc.mg@gmail.com）までお寄せくださいませ。 

皆様のご理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

現在の名簿閲覧用パスワードは、【Hitbbc2021MG】です。 

また、登録情報変更の際は部ホームページの OBOG向けページから、 

Google フォームにて簡単に申請していただけます。 

お手数をおかけいたしますが、ご連絡先等に変更があった場合には 

ご報告いただきますようご協力をお願いいたします。 
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   一球会だより ～H１５卒 福田法文様より～ 

  

 2003 年（H15）卒福田法文と申します。出身高校は池田学園池田高校（鹿児島）、ゼミは商学部青島矢

一ゼミです。現在は三井不動産で勤務しております。当時を懐かしみながら寄稿させていただきます。 

 

★野球部で過ごした 4年間 

 1 年時は春 3 部・秋 4 部、春秋ともに入れ替え戦を経験する激動の 1年間ではありましたが、思い出は三

商の出し物と広商合宿です。三商の出し物は一橋寮コンビ永原さん・細谷さん（H14）が企画、内容はあまり

にひどく、永原さんはお役所にお勤めでもあるので、ここで詳細はお伝えできませんが、若気の至り、大いに馬

鹿騒ぎしてしまいました。広商合宿は初日から筋肉痛がひどく、日頃の練習不足が露呈しましたが、畠山先

生から直接ご指導を賜ったことは、大変貴重な野球経験となりました。また、夜の流川もご一緒させていただ

くなど、同じくここでは書けない内容となりますが、高校生との交流も含めて、とても思い出深く、いまでも記憶

に残っています。 

 2年・3年時は春秋すべてのリーグを 3部で戦わせていただきました。拓殖大が 3部に在籍していたシーズ

ンもあり、レベルの高い野球を経験させてもらいました。2 年時の主将黒岩さん、3 年時の主将斎藤さんはじ

め、当時の先輩の皆さんに改めて感謝です。 

 そして満を持して迎えた 4年生。主将小笠原くんを中心として、他の学年とも結束力のある（と思っています

笑）チームではありましたが、私自身も含めてけが人が多く（入学時から腰痛を抱えていた同期もいましたが）、 

春季リーグは 3部で戦ったものの、秋季リーグは 4部となりました。 

 毎年、秋になると 4 年秋季リーグを思い出します。３チーム（一橋大学・東京工業大学・旧武蔵工業大学）

が同率で並ぶという稀にみる三つ巴の激戦となり、プレイオフを制してなんとか入替戦を手にしたラストシーズ

ンとなりました。入替戦では学習院大に一歩及ばず、悔しさの残る大学野球となりましたが、最後に神宮球場

で野球できたことはもちろん、4 年間を通じて、世代を超えた先輩・後輩とつながりができたこと、そしてなによ

り 4年間ともに過ごした同期との時間はかけがえのない宝物となっております。 

 

 

★卒業後の野球とのつながり 

 社会人でも懲りずに野球を続けています。ここで三井 

不動産に入社した野球部 OB・OGを紹介します。小野 

寺さん（S63）、九野くん（H18）、小島さん（H18）、宮本 

さん（H29）。そして、昨年 10月からは荻田さん（H14） 

が東京ドームから出向されており、合わせて 6名となり 

ます。小野寺さんを中心として定期的に集っていました 

が、九野くんが上海、小島さんがニューヨーク、とそれぞ 

れ海外在住となり、コロナ禍もあってしばらく集まれてお 

りませんでしたが、荻田さんの歓迎会にて久しぶりに集まることができました。 

▼三井不動産野球部の集合写真 

（荻田さん：後列左から 3人目、福田：前列右から 3人目） 
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 会社だけでなく、不動産関係でのつながりも強く、新さん（S54）を中心とした一球会不動産分科会にて不動

産関係の仕事に携わっている先輩・後輩と親睦の機会をいただいております。また不動産野球大会にて、東

急不動産谷口さん（H6）岩下くん（H25）、三菱地所辻くん（H23）山口くん（H25）とグラウンドや懇親会などで

顔を合わせております。学習院大や成蹊大の OB も参加しており、戦国東都大学リーグで戦った仲間といま

でもつながりを持てることはとてもうれしく、ありがたいことだなと思います。 

 

 

★おまけ 

 この機会に、たんすの奥に片付けていた野球部の卒業文集をめくってみました。しっかり 4 年分保管されて

おり、当時の様子がとても懐かしく、4 年間という限られた時間ではありましたが、かけがえのない大切な時間

を過ごすことができたなと改めて感慨深くなりました。ただ内容があまりにひどいので、この場では割愛させて

いただきますが、郷愁に浸りたい方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。スキャンしてお送りします。 

 

 

最後になりますが、当時の久木田監督、中込会長と多くの先輩の皆さま、そしていつも温かく見守っていただ

いた故横山部長のお力添えなくしては、4 年間なんの不自由もなく、思う存分野球を楽しむことができません

でした。大変失礼ではございますが、この場を借りまして感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

▼平成１５年卒の集合写真 

▲小野寺さん（右）、荻田さん（中央）と福田（左） 
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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。また、ご寄稿くださいました福田様には、お

忙しい中快くご協力いただきましたこと心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

 今月１８日に練習を再開してから、２週間ほどが経ちました。オフ期間はリフレッシュしつつも自主練や

ウエイトトレーニングに継続して励んだ選手がほとんどで、久しぶりの全体練習も良い状態でスタートダッ

シュを切ることができました。感染症対策のために現在はチームを２つに分けて練習を行っており、人数

の面でメニューが限られるなど不自由もありますが、お互いにアドバイスをしつつそれぞれの課題に向き

合う有意義な時間にできています。 

 ２月からはより実践的なメニューも含めチーム全員での練習を再開する予定でしたが、本日、感染症

拡大に伴い大学の警戒レベルが再び引き上げられ、課外活動の原則禁止が発表されました。今後の

活動状況は特例措置や規則等の詳細が分かり次第ホームページや SNS にてお知らせいたします。い

よいよ全体練習ができると意気込んでいたところ突然の知らせに私たち部員もショックが大きいですが、

限られた条件の中でできることを見つけ、精一杯取り組んでいきたいと思います。 

 

 また、冒頭にお伝えしたように、ただいま令和４年度上半期ＯＢ会費へのご協力をお願いしておりま

す。既にお力添えいただいた皆様、また部員による訪問にお時間いただいた皆様には心より御礼申し上

げます。先輩方への感謝の気持ちを忘れず、良い結果で恩返しできるよう励んで参ります。 

 

 ２０２２年、目標の「３部優勝・２部昇格」を果たし飛躍の年にできるよう、チーム一丸となって力を尽く

して参ります。今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。 

 感染症の再拡大が続く中です。どうぞお体にお気をつけて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 

 

 

～１００周年記念事業寄付金募集の状況～ 

２０２２年１月２８日現在、いただいたご寄付は 

計１６２名、総額 19,693,300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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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） 

 

 

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 

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

