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監督挨拶
　
　新入生のみなさん、ご入学おめでとうございます。長く大変な受験を乗り越え大学生となったみな
さんは、充実した大学生活を送りたい！といった思いを持っているのではないかと思います。そこで
皆さんのより充実した大学生活を実現するため、硬式野球部という選択肢を提案させていただければ
と思います。

　私たちは「戦国東都」と呼ばれる、東都大学野球連盟の 3 部リーグに所属しています。同じリーグ
に所属しているチームには、いわゆる強豪私立出身、甲子園経験者が沢山います。そんな中で私たち
は「3 部優勝・2 部昇格」を本気で目指して練習に励んでいます。本気の野球はもうやりきったと思っ
ているあなた、大学野球と高校野球は別物です。固定の練習日はありますがそれ以外の時間でも大学
西キャンパス内の専用グラウンドで練習し放題です。また、なんでもかんでもこうしろああしろとい
うような技術指導はしません。複数の外部指導者とチーム契約をしており、客観的なアドバイスを得
ながら自分にとって最適な方法を見つけられるような環境が整っています。つまり、あなたの好きな
ように好きなだけ上手くなることができます。あなたの野球のピークはこれから来るかもしれません。
大学野球という全く新しいステージでもう一花咲かせてみませんか？

　野球は好きだけどやったことがない、選手としてやっていくのは不安だと考えているあなた。学生
コーチ、マネージャーという立場で野球に関わることも可能です。学生コーチ、マネージャーといっ
ても技術指導から、練習の手伝い、試合相手の手配などやることはたくさんあり、人によっても様々
です。新しく仕事を作っていただいてもかまいません。実際に試合に出場することはありませんが、チー
ムの勝利のため選手と同様、それ以上の熱量をもって日々活動しています。

　現在、我々は学生監督の下、部員全員で話し合いながらチーム運営を行っています。それゆえトッ
プの野球哲学を押し付けるのではなく、各々が持っている勝利に向けての考え方を直接実現できる体
制となっています。実に流動的な体制ではありますが、だからこそ勝てる組織として常に成長し続け
られていると考えています。これからさらにこの野球部が組織として成長していくためには、新たな
考え方をもつあなたの力が必要です。よりよい組織としての一橋大学野球部を作り上げるためにあな
たの力を貸していただけると嬉しいです。

　グラウンドで皆さんに会えるのを楽しみにしています。どうかお気軽に足を運んでいただければと
思います。

監督　井上雅也

マネージャー長挨拶
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！

　数ある団体の中から、硬式野球部のパンフレットを手に取ってくれて、ありがとうございます。受
験生活を終え、期待を胸に入学してきたことと思います。大学生活は、今まで以上に選択肢の幅が広
がり、好きなことに存分に挑戦するチャンスです。

　貴重な大学生活、私たちと一緒に野球に捧げてみませんか？

　私たちマネージャーは、選手と同じ熱量で部活に向き合っています。仕事内容は多岐に渡り、選手
のサポートはもちろんのこと、一人一人が主体となって部の運営の中心を担っています。だからこそ、
大変なことや悩むこともありますが、チームが勝てた瞬間には、何事にも代えがたい喜びを感じるこ
とができます。

　熱い想いを持った仲間と本気で向き合い、成長できる環境がここにはあります。野球が好きな人も、
野球を知らない人も是非一度グラウンドまで足を運んでみてください！部員一同心よりお待ちしてい
ます。

マネージャー長　早渕真宙

主将挨拶
　新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。 一橋大学硬式野球部主将の和田憲昌です。我々

硬式野球部は戦国東都と呼ばれる東都大学野球連盟の 3 部リーグに所属しています。そのなかで、「3
部優勝・2 部昇格」を目標にして活動しています。

　3 部リーグでは一橋大学のみが国立大学で、他大学は全て私立大学です。甲子園経験者を擁するチー
ムもあります。そんなリーグで、一般入学生しかいない私たちが優勝することは決して簡単なことで
はありません。しかし、達成が困難な目標だからこそ、最後の学生生活である 4 年間のすべてをかけ
て挑戦する楽しさがあります。

　自由を謳歌できる大学生活で、部活動を選ぶことは簡単な選択ではないかもしれません。しかしサー
クルでも遊びでもなく、大学生活の自由を捨ててでも、それに勝る価値が一橋大学硬式野球部にはあ
ります。挑戦する環境は充分に整っています。最後の学生生活、我々と共に本気で野球に捧げてみま
せんか。一緒に「3 部優勝・2 部昇格」の喜びをわかち合いましょう！グラウンドでお待ちしております。

主将　和田憲昌
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基本情報基本情報

活動日
火・水・金・土・日の週 5 日

平日は 13:20 〜 17:00、休日は 9:00 〜 12:30 に練習を行っています。
必修授業と重なっている場合は授業が優先なので安心してください！
教職課程を履修したり資格試験の勉強をしたりしている部員もいます。

まずはお気軽にご相談ください！

活動場所
西キャンパス内のグラウンド

生協、陸上グラウンドの奥にあります。
野球部専用なのでいつでも自由に練習できます。

部員数
4 年生：9 人（学生コーチ 1 人・マネージャー 1 人）
3 年生：11 人（マネージャー 2 人）
2 年生：10 人（学生コーチ 1 人・マネージャー 1 人）

計 30 人

↑「100 周年記念事業」の一環で新しくなったばかりの部室、バックネット、ベンチです！

創部 100 周年
大正 12（1923）年に創立された一橋大学硬式野球部は、今年で 100 周年を迎えます！

その歴史を記念して、現在「硬式野球部創部 100 周年記念事業」が進行中です。大きな節
目となる 100 周年を、ぜひ一緒に見届けましょう！

部費
半期 5,000 円（年間 10,000 円）
この金額に抑えられているのは OB 会の厚い

ご支援のおかげです！

練習の様子練習の様子
とある平日の練習を時間軸に沿ってまとめてみました。
練習の流れをイメージする際にはぜひ参考にしてください！

13:10　集合・練習開始

13:20　アップ

13:40　キャッチボール・トスバッティング

14:00　内外野別練習

14:40　投内連携

15:00　間食

15:10　フリーバッティング

16:30　ダウン

16:40　整備

17:00　解散

各ポジションのリーダーを
中心に守備練習を行います。

他のメニューの間、
ピッチャーは陸上
グラウンドで別メ
ニューに取り組ん
でいます。

バント処理など、ピッチャーと
内野手の連携に特化した練習です。

並行してティーバッティングや
スイングデータの計測も行います。

整列して解散です！

リーグ戦が近くなるとシートバッティングやケースノックのような実践的なメニューが中心
となります。ぜひ実際にグラウンドに見学に来てください！
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東都大学野球連盟東都大学野球連盟
戦国東都〜人気の六大学、実力の東都〜

一橋大学が所属する東都大学野球連盟は、計 22 の大学が
競い合う関東最大の野球リーグで、毎年何人ものプロ野球
選手を輩出しています。シーズンごとに行われる、各リー
グの最下位と優勝校による「入れ替え戦」は東都の名物で
す。その入れ替わりの激しさから「戦国東都」とも称され
ます。一橋大学は 2020 年に 4 部優勝を達成し、現在 3 部
リーグで戦っています。

一緒にこの激しく華やかな舞台で戦いましょう！

日付 対戦校 会場 勝敗
8/29 学習院大 浦安市運動公園野球場 　◯ 4-3
8/30 学習院大 浦安市運動公園野球場 　⃝ 10-16
9/6 学習院大 長嶋記念岩名球場 　◯ 2-1
9/13 大正大 ゼットエーボールパーク 　◯ 5-4
9/14 大正大 ゼットエーボールパーク 　⃝ 1-5
9/15 大正大 ゼットエーボールパーク 　⃝ 2-3
10/1 上智大 ゼットエーボールパーク 　◯ 5-0
10/2 上智大 ゼットエーボールパーク 　◯ 15-3
10/8 順天堂大 一橋大学グラウンド 　⃝ 4-9
10/15 順天堂大 一橋大学グラウンド 　⃝ 8-9
10/22 帝京平成大 ゼットエーボールパーク 　⃝ 4-5
10/29 帝京平成大 ゼットエーボールパーク 　⃝ 1-5

2022 年　秋季リーグ戦試合結果
序盤は好調でしたが後半
は善戦しながらも惜敗す
る試合が多く、最終的に
5 位でシーズンを終えま
した。
来春も「3 部優勝、2 部
昇格」を目標に掲げ、日々
練習に励んでいます！

旧三商大戦旧三商大戦
旧三商大戦とは？
商業学校を前身とする一橋大学、神戸大学、大阪公立大学の 3 大学が毎年 8 月に持ち回りで主催す
る定期交流戦です。昨年の第 86 回大会は神戸大学主催で、ほっともっとフィールド神戸にて行われ
ました。一橋大学は 2 敗という結果に終わってしまいましたが、今年は優勝を目指します！

広島商業高校は 2019 年夏の甲子園にも出場した名門校です。一橋大学とは
古くから交流があり、その伝統は 50 年以上に及びます。一橋大学は毎年 12
月下旬に同校に赴き、1 週間程合同合宿を行っています。2020 年以降コロナ
ウイルスの影響で中止が続いていますが、今年は実施される予定です。
合宿中は一緒に練習するだけでなく、勉強を教えたり講演を行ったりもします。
普段と異なる環境で練習し、広商の選手のプレーや意識から刺激を受けられる
貴重な機会です！

広商遠征広商遠征

リーグ戦とは違った緊張感があり、部員も毎年楽しみにしている行事です。
プロ野球でも使用される球場でヒットを打った時の快感は格別！

試合前後の関西観光も
楽しみの一つです！

←合宿所では
縦割り班で生活
します。

←広商の選手に勉強
を教えることも！
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年間スケジュール年間スケジュール

入学式
春季リーグ戦開幕
春学期開始

44月
春季リーグ戦
春季リーグ入れ替え戦
春オフ
夏学期開始

6月

秋季リーグ入れ替え戦
秋オフ
冬学期開始
秋季オープン戦

11月
秋季リーグ戦
秋学期終了・中間試験

10月
広商遠征
年末年始オフ
冬学期終了
期末試験

12月

5月

入学おめでとう！
グラウンドでお待ち

しています！

リーグ戦は約２ヶ月間
続きます。3 部優勝を目
指して一つ一つの試合を
大切に戦います！

秋季リーグ戦をもって
4 年生が引退。新体制へ

と切り替わります。

年末年始には 2~3 週間の
オフがあります。実家に

帰省するなど、リラックス
して過ごします。

春季リーグ戦
春学期終了・期末試験

冬練
期末試験

1月
冬練
春季オープン戦

2月
春季オープン戦
合格発表
卒業式

3月

秋季オープン戦
秋季リーグ戦開幕
秋学期開始

9月
夏季オープン戦
旧三商大戦

8月
夏学期終了・期末試験

7月

オフで状態を整えると、
夏休みに突入します！

秋リーグに向けて練習に
励みます。

４年生にとっては最後のリー
グ戦がスタートします。授業も
再開して大忙しですが、気合を

入れて試合に臨みます！

期末試験も終わ
り、野球に打ち

込みます！
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昼食
学食で食べることが多いで
す。主食 × 主食のメニューで
午後の練習を乗り切ります。

部員の一日部員の一日
練習のある日

起床
8:45
1 限 線形代数Ⅱ
経済学部では数学が
必須科目となるので、
同期と一緒に授業を受
けて落単を防ぎます。

10:45
2 限　確率・統計
オンデマンド授業は溜め
ると大変なことに。日頃
から消費するようにしま
しょう。

07:00
起床経済学部・内野手

片平 尋丈
の場合

8:45
1 限 確率
進級・卒業要件の
うち、特に数学は
早めに満たしてお
くことをおすすめ
します。

10:45
2 限 自習
テスト期間以外の時期
はなるべく空きコマで
課題を終わらせて、自
宅での自由時間を確保し
ています。

12:35

6:30

練習のない日

社会学部・外野手

江原 幹人
の場合

08:30
起床

13:15
3 限 中国語
第二外国語は社会学部
の必修です。単位を落
とさないように必死で
勉強します。

13:00
3 限 憲法
引き続きオンデマンド授
業を消化します。個人的に
憲法は特に難しいです。

法学部・マネージャー

林 実花
の場合

09:00
起床

10:00
2 限 刑事政策
オンデマンド授業は
見る習慣をつけて、
なるべく溜めないよ
うにします。

10:45
2 限 台湾文化論
台湾の映画を見て台
湾の歴史や文化を学
ぶ、興味深い授業で
す。

12:30
昼食

経済学部・内野手

正村 悠一郎
の場合

昼食
12:35 13:20

練習開始
全体練習開始です。
挨拶後、投手と野手
で分かれて練習しま
す。

21:30
帰宅

24:00
就寝

13:20
練習開始
リーグ戦に向けて力をつけ
ます。練習前後は多くの選
手が自主練に励みます。

17:30
ウエイト
筋トレは練習時間外に各自
で行います。先輩にフォー
ムを見てもらうこともしば
しばあります。

21:00
帰宅
自由時間です。友人
とゲームするなど
リラックスします。

25:00
就寝
ストレッチをして寝
ます。翌日のために
しっかり休みます。

18:30
ウエイト
3 部を勝ち抜くための力
をつけます。選手同士、
切磋琢磨して自分を追い
込みます。

15:30
ウエイト
オフですが体が
なまらないよう
にトレーニング。

18:00
夕食
疲れた日は外で食べて
から帰ります。家系ラー
メンしか勝ちません。

バイト
集団塾で小中学生に国語を
教えています。一人暮らし
なので日々の生活のために
頑張って稼ぎます。

21:00 22:00 24:30
帰宅
ヨギボに転がってア
ニメを見たりしてい
ます。ヨギボは本当
に人を駄目にします。

就寝

15:15
4 限 PACE
クラスメイトと交流で
きる貴重な対面授業で
す。課題は大変ですが
頑張ります。

18:00
バイト
塾講師のバイトです。
休憩時間に本を読むのを楽
しみに頑張っています。

21:00
帰宅・夕食
お風呂上がりの
アイスが至高で
す。

22:30
就寝
超ロングスリーパー
なので早く寝ます。
おやすみなさい！
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女子マネージャー女子マネージャー
日々の練習や試合においては女子マネージャーの存在も必要不可欠です。その役割は多岐にわたり、高校野球のマ
ネージャーとは一味違って部の運営により深く関わることができます。どんな人にも長所を活かして活躍できる場
がありますよ！

練習
ビデオ撮影
守備や打撃、投球のフォームをチェックできるように
ビデオで撮影します。動画は部内限定の YouTube に
アップして、いつでも見られるようにしています。

タイムキープ・吹笛
各練習メニューの時間を計り、笛を吹いて選手に知ら
せます。練習時間には限りがあるので、時間管理は大
切な仕事です！

ドリンク作り
麦茶とスポーツドリンクの２種類を作ります。

女子マネージャーの役割

ボール出しなどの練習サポート
バッティングマシンにボールを入れたり、ノッカーに
ボールを手渡したりします。グラウンドに立てる楽し
い仕事です！

アイシング
主に投球練習を終えたピッチャーの肩や肘に氷を巻き
ます。コンディショニングのため丁寧に行います。

試合
スコア記録
スコアラーとしてベンチに入り、スコアを書きます。
初めは難しいかもしれませんが、慣れればスラスラ書
けるようになります！

アナウンス
選手の名前・打順・ポジション等をお知らせするウグ
イス嬢の仕事です。円滑な試合進行をサポートします。

ビデオ撮影
撮影した動画は試合の振り返りや相手校の分析に使わ
れます。

写真撮影
試合中の選手の姿を撮影します。ナイスプレーや笑顔
をカメラに収めます！

試合速報
球場外でも試合の様子が分かるよう、OB・OG、保護
者の方向けに打席結果や得点状況を配信します。

審判対応
審判員の方をご案内したり飲み物を提供したりします。

チーム運営
会計
日々の出納状況のチェックや決算報告・予算編成など
を行い、チームのお金を管理します。

広報
公式ホームページを更新したり、OB・OG、保護者
の方にメールマガジンを配信したりして、チームの活
動状況や試合情報等を発信します。また、Twitter や
Instagram などの SNS でも様々な情報をお伝えして
いきます。

OB・OG 担当
チームの活動を支えてくださっている OB・OG の方
と日頃から連絡をとり、重要事項について協議するの
もマネージャーの仕事の一つです。

トレーナー
スポーツジム・ヘルスラボスポーツと連携して練習や
トレーニングのメニューを考え、チームのフィジカル
強化を図っています。

100 周年記念事業
今年迎える創部 100 周年に向けて数年前から準備し
てきた様々なプロジェクトもいよいよ大詰めです。記
念すべき 100 周年を盛大に迎えられるように、着々
と準備を進めています。

Q2 やりがいを感じるのはどんな時？
・ 試合に勝った時！
・ ありがとうやお疲れ様という一声をかけてもらった時。
・ マネージャーとしての成長を感じた時。
・ OBOG の方から感謝のお言葉をいただいた時。

Q1 入部のきっかけは？
・ 高校まで部活をやってきて、大学でも何か打ち込めるものが欲しかったからです。色々な団体を見ましたが硬式野

球部の雰囲気に惹かれて入部を決めました！

・ 中高ソフトボール部で元々野球が好きだったためグラウンドに足を運んでみたところ、チームの雰囲気がすごく良
く、私もこの部活の一員になりたいと思いました。

・ 先輩方の雰囲気に惹かれました！

・ 高校生の頃からマネージャーに興味があったからです。せっかくの大学生活なので新しいことに挑戦してみようと
思って入部しました。

Q3 マネージャーとはどんな存在？
・ 裏方は裏方でも、多種多様な関わり方ができる存在

・ 選手が野球をすることのサポートに止まらず、組織の主体にもなれる存在。

・ 自分なりのやり方でチームの勝利に貢献できる存在。マネージャーは試合で実際にプレーするわけではないので、
直接的に勝利に貢献することはできません。だからこそ、マネージャーにはプレー以外の様々な貢献方法が与えら
れていると思います。 練習中のグラウンドワークでも、事務作業でも、試合中でも、自分の行動次第でチームに
ポジティブな影響を与えて、勝利に貢献することができるのがマネージャーの特権だと考えています。

・ 大学野球の運営で必要不可欠な存在。チームにとっても必要ですが、所属しているリーグの運営においても大切な
存在だと思います。

私たちは部の目標である「3 部優勝・2 部昇格」を達成するために、互いに助
け合いながら日々活動しています。選手をサポートするのはもちろん、チーム
運営にも全力で取り組んでいます。少しハードルが高いように感じるかもしれ
ませんが、マネージャー同士はもちろん、選手とも協力しあえるので心配はい
りません！
野球が大好き！なあなたも、野球はあまりわからない ... というあなたも、何か

に打ち込んでみたい！という気持ちがあれば大丈夫です。
体育会のマネージャーという経験は、何にも代え難い貴重なものになるはずです。硬式野球部のマネ組織をよ
り素敵なものにしていくためにも、一緒に頑張ってくれる仲間を大募集中です！
最後の学生生活、私たちと一緒に駆け抜けてみませんか？

自分の仕事を見てくれて
いる人がいるんだなと
感じることができると

嬉しいです！

日々のグラウンドワークも
事務系の仕事も、
全ては勝つため！

現役女子マネージャーに聞く Q&A
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男子マネージャー男子マネージャー

チームを技術・戦術面で支え、練習や試合をスムー
ズかつ効果的に進めるための役割です。具体的には、
ノッカーやバッティングピッチャーを務め練習をサ
ポートすること、選手にアドバイスをすること等が
挙げられます。また、試合の際には準備・進行を行っ
たり、監督と連携して戦術を練ったりします。
学生コーチの存在は大きく、とりわけ外部の監督や
コーチが所属していない一橋大学では、全体を客観

的に見渡すことができる存在として、学生主体の
チーム体制の一端をなしています。
学生コーチは、役割が明確に細分化されていないこ
ともその特徴の一つです。強いチーム作りのために
できる仕事は、アイデア次第で大きく広がります。
コーチの経験はゼロという人がほとんどかもしれま
せんが、まずは先輩と一緒に練習をサポートするこ
とから学べるので大丈夫です。

チームの組織・運営を担う、マネージャーとしての
色合いが濃い役割です。中心となる仕事は、一橋大
学が所属している東都大学野球連盟とのやりとり
や、OB・OG の方との連絡窓口となること等です。
連盟や他大学のチームと連絡を取り合い、リーグ戦
とオープン戦の日程を組むのも主務の仕事です。ま
さにチームが戦う上で欠かせない存在です。
チームのマネジメントにおいては、女子マネジャー

との連携も大切です。女子マネージャーよりも野球
そのものやチーム状況に精通している点を活かし、
チームの外部と関わることが多いのが特徴です。
主務は、チームの組織はもちろん、内と外を繋ぎリー
グ戦全体の運営にも関わる重要な存在です。主務が
いないと何も始まらない！と言っても過言ではあり
ません。

硬式野球部のマネージャーは女子だけではありません。
学生が主役の大学野球だからこそ、男子マネージャーは欠かせない
存在です。

「学生コーチ」と「主務」の二つの顔を持ち、技術・戦術面と組織運
営面の両方からチームを支えています。
あなたも新たな角度から野球と関わり、勝利の喜びを一緒に味わっ
てみませんか？

男子マネージャーの役割
学生コーチ

主務

新入生に一言お願いします！
選手として経験を積める機会は多いように感じます。
しかし、「チームをマネジメントする」、これはなか
なか経験できることではありません。選手はもうい
いけど、やっぱり野球が好き！そんなあなたならきっ
と一緒に楽しめると思います。
お待ちしています！

最初からマネージャーとして入部する方も大歓迎です
が、選手として入部した後にマネージャーに転向するこ
とも可能です。また、チーム状況によっては選手が監督
や主務を兼任することもあります。
ご質問などありましたら、お気軽にご相談ください！

現役男子マネージャーに聞く Q&A

男子マネージャーになろうと思ったきっかけは？
もともとチームのマネジメントに興味がありました。選手としては高校野球までかな、と思っていた一方でや
はり野球を捨てきれず、どうしようか迷っていたところで学生コーチという立場に出会いました。高校時代も
チームに男子マネージャーがいたので、なんとなくやることがわかっていたこともあり、最終的に決断しました。

やりがいを感じるのはどんな時？
自分自身が結果を出すということが少ないため、実感が湧く機会はなかなか多くありませんが、自分がアドバ
イスした選手が試合で活躍した時や、日々の練習で選手の成長を感じられた時にはやりがいを感じます。

選手時代との違いは？
高校 3 年生まで 12 年間プレーヤーとしてやってきましたが、指導者側がどうしてこういう采配・
指示をするのか、と疑問に思うことが多くありました。指導する側になって、その部分が理解できるようにな
りました。また、自分は運動神経があまり良くないので戦略的にプレーすることもあり、それを実際にチーム
全体に落とし込めることは非常に面白いです。

学生コーチの正置が 3 つの質問にありのままお答えします！
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よくある質問よくある質問

Q 浪人生だと不利なことはありますか？
運動をしていない期間のブランクこそありますが、慣れれば身体も感覚も戻ってくるので大丈夫です。浪人時代
を経て活躍している選手がたくさんいます！

Q 軟式野球出身でも大丈夫ですか？
軟式しか経験がなくても大丈夫です！大学で硬式野球を始め、1 年生から試合で活躍している選手もたくさんい
ます。

Q 資格取得や大学院進学のための勉強もできますか？
忙しい日々にはなりますが、時間を上手に使えば部活と勉強の両立は十分可能です！過去にはダブルスクールを
して司法試験等に合格した先輩や、大学院に進学した先輩もいらっしゃいます。

Q アルバイトはできますか？
もちろん可能です！ほとんどの部員がオフの日や練習前後にアルバイトをしています。飲食業や塾講師を
している人が多く、中には掛け持ちしている人もいます。

新入生の皆さんのよくある疑問に部員がお答えします！

Q 授業にはきちんと出席できますか？
平日の練習は火曜・水曜・金曜の 3・4 限の時間なので、それ以外の時間帯の授業であれば全て自由に履修
することができます。また、PACE や第二外国語などの必修授業やゼミ等はどの時間でも履修できます。
グラウンドが西キャンパス内にあるため、練習を抜けてすぐ授業に出席でき、授業後もすぐに練習に戻ることが
できます！

他にも何か質問があれば、
気軽に部員に相談してくださいね！

部員アンケート
学部 通学時間

商 7人

経済 8人法 7人

社会 8人 ~15分
10人

15~30分
2人

30~60分
8人

60~90分
8人

90分~
2人

どの学部もバランス
よく揃っており、
協力しながら授業
を受けています！

一人暮らしの部員は
自転車で 15 分圏内
に、実家暮らしの部
員はほとんどが電車
で 90 分圏内に住ん
でいるようです。

OB・OG ページOB・OG ページ

卒業生進路（抜粋）
伊藤忠商事　NTT 東日本　大林組　共同通信社　京王電鉄　経済産業省　厚生労働省　国際協力銀行　サントリー　JFE 工ンジニアリング　
JR 東海　JR 東日本　住友生命　全日本航空　大成建設　中部電力　テレビ朝日　電通　東京海上日動火災保険　東京ガス　東京電力　
東京都庁　東レ　日興コーディアル証券　日本経済新聞社　日本航空 (JAL)　日本製鉄　日本総合研究所　日本放送協会 (NHK)　日本郵船　
農林中央金庫　野村アセットマネジメント　野村証券　野村不動産　日立製作所　富士フィルム　ボストンコンサルティンググループ　丸紅　
みずほ銀行　三井住友銀行　三井物産　三井不動産　三菱地所　三菱商事　三菱 UFJ 銀行　読売新聞社　一橋大学院　一橋法科大学院

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます！
　
1 年生の春、体育会に入ること、そしてマネージャーになることは思ってもいませんでしたが、
今は間違いなくこの硬式野球部という選択が本当に良かったと感じています。

学生体制のなか、どうしたらチームが勝つか、どうしたら部が回るか、と考えることは衝突
や迷いもありますが、それ以上のやりがいがあります。
また、マネージャーとしては日々のグラウンドワークから、会計等裏方の仕事、リーグの運
営、、と学生ながら幅広く裁量権の大きな仕事に関わることができ、自分次第で可能性は無
限大です。そしてなにより、私の先輩方も、今グラウンドで頑張る後輩も、皆が一生懸命で、
面白くて、最高のマネージャー陣に出会えたと実感しています。

卒部した今も、やはり会いたくなるのは硬式野球部のメンバーです。皆さんにとっても、こ
の空間がそのような拠り所になってくれたれいいなと思います。
皆さんの大学生活が実りあるものでありますように！

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

このパンフレットを読んでいただいている方の中には、すでに野球部に入ろうと決意されて
いる方だけでなく、どの部活、サークルに入るのかまだ迷っている方もいらっしゃると思い
ます。私も 5 年前は皆さんと同じ状況でした。

社会人になった今、当時の自分の決断は間違いではなかったと胸を張って言うことができま
す。

真摯に野球に取り組む仲間とともに試行錯誤し続けた日々、リーグ戦での熱狂と感動、、、野
球部でのどの場面を切り取ってもおそらく今後二度と味わえないようなアツい経験ができた
と心から感じています。

皆さんにとって上級生である 3，4 年生は私が主将の時の 1，2 年生でした。彼らの熱意は
すさまじく、私もよく圧倒されるほどでした。皆さんも先輩たちから多くを学び、アツい経
験をしながら大きく成長できると確信しています。

このパンフレットを読んでいただいた皆さんに、硬式野球部の魅力を少しでも感じていただ
けたら幸いです。

皆さんの大学生活が素晴らしいものになりますよう、心から願っております。

硬式野球部は一橋大学の数ある団体の中でも最も長い歴史と伝統を持つ部の一つで、今年で創部 100 周年を迎えます。弊部の OB・OG
の方々によって構成される「一球会」の会員は 500 名を超え、運営面・財政面でのサポートや練習環境の整備等、日頃より多大なるご支
援を賜っています。
多くの先輩方が硬式野球部での 4 年間を活かしながら様々な業界の第一線で活躍されています。この度、一昨年度に卒業された 2 名の先
輩方より新入生の皆さんに向けてメッセージをいただきました！

浅川 彩音 様
令和 4 年卒。京王電鉄入社。
現役時代はマネージャー長
を務め、チーム運営の柱とし
て活躍した。

白根 康太 様
令和 4 年卒。楽天モバイル
入社。
現役時代は主将を務め、チー
ムを牽引した。4 番・捕手と
して勝利に大きく貢献した。
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①商
②都立国立 ( 東京 )
③マネージャー

野球部の天使枠 4 年目に突入した仁王立
ち系インスタグラマー。才色兼備、文武
両道などいいところを挙げたらきりがな
い。商学部の中でも有数の陽キャゼミに
所属しており、ゼミのグループワークで
培った場回しスキルを就活で発揮して無
双しているという噂あり。

MG

早渕 真宙
Mahiro Hayabuchi

①法
②旭丘 ( 愛知 )
③内野手
④ 164cm・63kg

一橋の強肩チビ。同期のスター選手であ
る彼はとにかく手が早い。猛練習の末バッ
ティングでの手の早さは克服したようだ
が、最近家に Switch を買うなど、日常
での彼の手の早さは加速する一方である。

5

山本 元紀
Genki Yamamoto

①経済
②宮崎大宮 ( 宮崎 )
③捕手
④ 171cm・68kg

チーム最年長の宮崎男児。野球が大好き
なのか、四六時中バットを握ってしまう
ためサプリで抑えている。サプリの効果
が切れると宮崎弁で咆哮を上げ、後輩に
ブチギレる。京大模試と数学の話をする
と落ち着く。最後に " 攻め合いは私の勝
ちだね♡ " って言えば完璧。

8

押川 裕紀
Yuki Oshikawa

①商
②高槻 ( 大阪 )
③投手
④ 171cm/77kg

同期一のフィジカルモンスター。鍛えた
あげられたフィジカルとパッションが彼
の強み。スクワットで鍛えた下半身から
豪速球を投げ込む。最近は就活も頑張っ
てるらしい。持ち前のパッションとフィ
ジカルを活かして打者も面接官も圧倒す
る。

14

岸本 鉄平
Teppei Kishimoto

①経済
②サレジオ学院 ( 神奈川 )
③投手
④ 172cm/67kg

クウォーター投手。彼のは部内ナンバー
ワンを誇る。しかし一向に使う機会がな
いので宝の持ち腐れ。好きなタイプは幼
稚園児。酔ったらセクハラをする。たぶ
んいつか捕まる。

22

ガンディー 翔
Sho Gandhi

部員紹介部員紹介
 4 年生

①法
②市立金沢 ( 神奈川 )
③監督

バイタリティ溢れる監督。最近は昼夜問
わず充実しており、監督としても男とし
ても日々成長中である。カラオケで奏で
る美声を武器に、「今年こそ」彼女を作る
ため、奮闘していきます！応援してるね
♡笑

50

井上 雅也
Masaya Inoue

①商
②横浜翠嵐 ( 神奈川 )
③投手
④ 178cm/73kg

エリート中のエリート。一人で朝練を継
続する孤高の天才。野球部屈指の頭脳を
持ち就活では無双。彼の快進撃はとどま
るところを知らない。おまけに高身長！！
俗に言う 3 高である ( 笑 )

喋りも上手く数々の女の子を魅了してき
た。新入生女子は是非注意してくれ。ハ
イスペでごめっ！！！

29

豊澤 凛
Rin Toyosawa

①経済
②國學院久我山 ( 東京 )
③投手
④ 170cm/68kg

哲郎さんガチやばいっす。右で 130、左
で 120 出るのマジやばいっす。左の遠投
とか多分自分の右より強いっすよ。ガチ
かっけぇっす。筋トレも最近すごいっす。
いやでもバイト先で「てっちゃん」って
呼ばれてんのガチおもろ w しかも仮免落
ちるし試験場行けないしだっさ ww

39

佐藤 哲郎
Tetsuro Sato

①社会
②渋谷教育学園幕張 ( 千葉 )
③内野手
④ 170cm・70kg

我らがキャプテン。野球の練習はもちろ
んのこと夜の自主トレにも熱心。イメー
ジトレーニングは完璧。試合に弱いと言
われるメンタルが課題。一人暮らしを始
めたことをきっかけに選手としても男と
しても一皮剥けるかどうか期待される。

1

和田 憲昌
Kazumasa Wada

 3 年生
①社会
②東京学芸大学附属 ( 東京 )
③投手
④ 177cm・75kg

大きなスライダーが武器の変則サイド。
一見物知りで大人びた大学生に見えるが、
中身は学年トップクラスのガキ。特に神
谷と川嶋を見て笑うのが好き。また、高
校同期のオザネとは不仲説が浮上してい
る (?)。普段は優男なので気軽に話しかけ
てみよう！

46

森田 壮真
Soma Morita

①社会
②小石川中等教育 ( 東京 )
③捕手
④ 171cm・72kg

ボーダーの服を着て部活に行くと彼とお
そろいだと言われてしまうので要注意。
口癖が「時間はリソース」で勉強熱心。
ビジネスセミナーに行ったりマルチを実
体験してみるなど忙しい。切れ味鋭い頭
脳の持ち主でブログの面白さは部内随一。
今年はその頭脳を野球でも発揮してほし
いものである。

19

川嶋 敬太
Keita Kawashima

①社会
②湘南 ( 神奈川 )
③捕手
④ 165cm・57kg

Yo ! 川崎生まれ HIPHOP 育ち。陽キャな
奴は大体友達。三度の飯よりラップが大
好き。そんな俺の名前は大輔。死ぬ気で
守る扇の要。3 部で勝つのが俺らの定め。
気づいたら嗅いでる人中の匂い。誰も止
められない俺の勢い。Check it out !

37

前田 大輔
Daisuke Maeda

①商
②東京学芸大学附属 ( 東京 )
③内野手
④ 166cm・66kg

大きな声援を力にバットを振り抜く勝負
師。ブラディミール • ゲレーロ Jr. よう
な逞しい素材を持ち、広角に放物線を描
く。そんな彼が中々スタンドインできな
いのは恐らく長くて重いトップバランス
のハードメイプルのバットを使用してい
るから。今季こそは細くてしなりのある
アオダモを使ってアーチを放り込みたい。

3

尾実 大地
Daichi Ozane

①商
②都立西 ( 東京 )
③内野手
④ 181cm・82kg

一橋期待の長距離砲。恵まれた体格から
鋭い打球を飛ばすが、猫背なため実寸よ
りも小さく見られがちである。最近の悩
みはお酒に弱いことで、酔うと顔を真っ
赤にして「おれは強くなりたいんだ」と
甲高い声でひたすら言い続けるため、周
囲から苦笑いされている。

10

室 祥太
Shota Muro

①経済
②中央大学附属横浜 ( 神奈川 )
③内野手
④ 170cm・61kg

いつのまにか投手から転向したコミュ障
一塁手。自ら一発ギャグの披露を申し出
る度胸はもちあわせているのに、先輩か
らいじられると「ちょいちょい！」しか
言えない。同期からの飲み・遊びの誘い
は渋るくせに、中横の同期とは週 1 で会
うほど仲良しらしい。

17

桐生 大暉
Hiroki Kiryu
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①経済
②山脇学園 ( 東京 )
③マネージャー

突然ですが、あるなしクイズいきます！
私にあって 3 年生のみんなに無いものっ
てなーんだ？　お金！豊富な恋愛経験！
酒癖の悪さ！本当は全部正解にしたいと
ころだけど今回はバツにしたいと思い
ます。だって本当の正解は浪人経験だか
ら！！

MG

向井 真子
Mako Mukai

 2 年生

①商
②海城 ( 東京 )
③内野手
④ 170cm・64kg

合格おめでとう！俺はともき！松下って
呼ばれてるけど下の名前で呼んでくれる
と嬉しいかな笑笑。なんか写真はニ年の
ときだから男子校あがりみたいで恥ずか
しくてあんま見れない笑。とかいいつつ
彼女いないんだけどね笑。男女関係なく
いっぱい話そうね ^_ → @/tom _mbb

21

松下 智紀
Tomoki Matsushita

①法
②小石川中等教育 ( 東京 )
③外野手
④ 174cm・63kg

初対面のインパクトは抜群！全員一度は
苦手に思うこと間違いなし。よくよく見
ているとめちゃくちゃ面白く忙しない変
人である。就活はおそらくうまくいかず、
バイトとしてコンビニに務めるしかない
と思われる。最近は廃棄ロスに取り組む
SDGser。

7

神谷 浩太
Kota Kamiya

①法
②西大和学園 ( 奈良 )
③外野手
④ 178cm・58kg

同期で唯一の地方組。大阪仕込みの多彩
なボケと卓越したワードセンスで部内の
爆笑をかっさらう。今までにスベったこ
とは 1 度もないという超おもしろ男。
ただし部屋は汚いので注意。自分では片
付けられないので、彼女を呼びつけて掃
除させるらしい。

9

重松 大誠
Taisei Shigematsu

①社会
②都立戸山 ( 東京 )
③マネージャー

現役の方の 3 年マネ。中学はソフトボー
ル部、高校は野球部のマネージャーと野
球漬けだったからか、恋人はおろか友達
の作り方も分からなくなってしまった。
でも先輩と新宿の不審者からは大人気！
今夏はかきあげ前髪・ノースリーブのア
メリカンスタイルで日本中のかき氷を食
べ尽くすと意気込んでいる。

MG

岩本 司
Tsukasa Iwamoto

①商
②県立千葉 ( 千葉 )
③投手
④ 174cm・62kg

2 年が誇る 2 浪プレイボーイ。圧倒的な
経験値を誇り、投手でも野手でも教室で
もいけちゃう。でも最近肘までいっちゃっ
たのは想定外。いけてる見た目にそぐわ
ず私生活は意外とルーズで朝早い時間だ
といけないことも。そんな彼のいけない
浪人生活はまだ謎に包まれている。

2

泉川 詩人
Shido Izumikawa

①法
②芝 ( 東京 )
③投手
④ 173cm・64kg

野球部ゴルフ班班員。チェブラーシカ似
の可愛らしい顔とは裏腹にかなりの面倒
くさがりで、何も考えていない。彼女と
のデートを親には「同期と日の出を見に
行く」「PACE でカラオケオール」などと
ありえない虚偽報告をしている。座右の
銘は「強くありたい」。

15

佐川 太一
Taichi Sagawa

①経済
②盛岡第一 ( 岩手 )
③投手
④ 182cm・83kg

部内屈指の激つよだが PPC では虐待を受
ける。国立在住なのに 1 限を実家通いの
片平と正村に任せ、押川さんとの合トレ
を寝ぶっち。さらに午後練に寝坊で遅刻。
あとラブコメ映画のクライマックスで電
話鳴ったのガチうざ〜い。でもこれも正
村のせいだから別にいいのさ。

16

齋藤 諒太郎
Ryotaro Saito

①法
② Harrison High School
 ( アメリカ )
③内野手
④ 168cm・58kg

アメリカからの帰国子女。アクロバティッ
クなプレーも放送禁止用語連発の物言い
も彼女への一途さも全て NY 仕込み。一
番にグラウンドに来て練習する熱心な性
格だが、酒が入ると周囲がドン引くほど
一変する。3 年の桐生さんは親友だが同

6

越智 悠一郎
Yuichiro Ochi

①経済
②都立戸山 ( 東京 )
③内野手
④ 165cm・68kg

白昼に一瞬でフランスを落とした、フィ
ジカル班が誇る諸悪の根源。近くにいる
同期は怪我する。3 マネの司さんの後輩
だが、なぜか男子校出身。ライン引きの
才能はあっても色恋沙汰は皆無なため、
金の使い所も無く貯まる一方。1 年生は
たくさん奢ってもらおう。

32

正村 悠一郎
Yuichiro Shomura

①経済
②浅野 ( 神奈川 )
③内野手
④ 174cm・77kg

男子校の典型産物。東大志望だったため
か学歴へのこだわりは強い。要は学歴厨。

（おっと失敬）好物はピラフとコンロ。ツ
イッターの趣味垢をバラされ、仮面して
東大に再挑戦する説が浮上し同期はガク
ブル。打席でのルーティンを簿記の勉強
に活かすべく精進中。

44

片平 尋丈
Norihiro Katahira

①社会
②湘南 ( 神奈川 )
③外野手
④ 173cm・64kg

湘南の海と風が生んだ外野手。走塁技術
とひとりごとの声量はチーム随一。正村
のせいで全治 1 ヶ月以上の大怪我を負う
が、彼女とのツーショストーリーを見せ
つけることで倍返ししている。「全会一致
で学年リーダーに選ばれた」らしいが、
正置は納得していない。

4

中尾 海斗
Kaito Nakao

①社会
②サレジオ学院 ( 神奈川 )
③外野手
④ 174cm・66kg

他人をからかうためならアーニャにさえ
転生するが、自身は単位の取りこぼしで
からかわれる外野手。彼女が二外の試験
勉強を手伝ってくれるはずが佐川の乱入
で台無しに。クリスマスに下の階に住む
大先輩を排除したがたったのは時間だけ
で、和田さんに弟子入り。

26

江原 幹人
Mikito Ehara

①社会
②県立千葉 ( 千葉 )
③学生コーチ

選手に負けない強靭な下半身を持つも、
コーチとして入部。先輩にも臆せず熱血
指導を送る。野球の知識に加え恋愛経験
も豊富で、中学時代の実体験を佐川に自
慢し、それが部内に広まって自滅。高校
の先輩で大学同期の泉川とタメ口で話す
日は永遠に来ないだろう。

51

正置 涼太
Ryota Masaki

①法
②都立武蔵 ( 東京 )
③マネージャー

個性派が集う 2 年の紅一点。熱烈なファ
イターズ女子。齋藤が記録する球速には
懐疑的。GPA が 4 を超えるほど成績優秀
で、平気で落単する同期が不思議でなら
ない。4 年の元紀さんにタメ口で話しか
けたことがあるのは、同期か先輩かを身
長で判断するからだとか。

MG

林 実花
Saneka Hayashi
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Email ： hit.u.bbc.mg@gmail.com

Web：https://hitotsubashi-bbc.com

Instagram Twitter


