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春季リーグ戦では優勝争いをするものの、あと一歩のところで
勝利を手にすることができず、３位に終わってしまいました。目
の前で胴上げを見た悔しさは言葉に表すことのできないものでし
た。その悔しさを胸に８月から高槻での練習が始まり、猛暑の中
選手たちはボールを必死に追いかけ、体を極限にまで追い込み、
秋季リーグ戦に最高の状態で挑める準備をしています。秋季リー
グ戦での注目選手は主将でエースの吉川(経４・履正社)。春はベ
ストナインを受賞し、今季もチームの要として活躍してくれるは
ずです。打線では中園(文 4・奈良大附)、奧村(文 4・大阪桐蔭)、
藤嶋(人間 2・神港学園)の強力なクリーンアップが今季も健在です。また夏の練習で若い選手の成長も著しく、リ
ーグ戦のメンバー争いも激しくなってきました。しかし、ベンチに入ったメンバーの力だけで勝てるという訳で
はありません。スローガン通り関大野球部全員の「心」をひとつにして、優勝を手にしたいと思います。
そして、いつも応援してくださる皆様の声援がわたしたちの大きな力となっています。皆様のためにも元気の
良い、関大らしいハツラツとしたプレーを披露したいと思います。ぜひ球場にお越しの上、今季も温かいご声援
をよろしくお願い致します！

「 心 ～もう一歩喰らいつけ～」のスローガンのもと、春季リーグ戦
では全員野球で戦いました。あと一歩踏ん張ることができず逃した優勝
を、秋季リーグ戦ではチーム全員で勝ち取りたいと思います。高槻での
厳しい練習に耐え、待ちに待った秋季リーグ戦。4 年生にとっては、ラ
ストシーズンです。今季こそ、絶対に優勝します。今シーズンもご声援
よろしくお願いします！

6 月 15 日に高槻第 3 グラウンドにて総合関関戦が行われました。
今回で 35 回目となる伝統の一戦には、OB の方をはじめ、多くの方々
が応援に駆けつけてくださいました。初回に中園と藤嶋の連続安打で 1
点を先制しましたが、2 回には相手の本塁打で逆転されてしまいます。
しかしその後は先発・近藤(商 4・福知山成美)が気迫のピッチングを披
露し、終盤には走者一、三塁の好機に青山(政策 4・近江)の犠飛で同点
に追いつきました。あと一歩粘りたい所でしたが、惜しくも２－２と引
き分けに終わりました。今年度の総合関関戦の総合成績は 14 勝 18 敗
1 分と関学の勝利となりました。来年こそ野球部の勝利、関大の総合優
勝に貢献したいと思います。

6 月 27、28 日に豊中ローズ球場にて春季新人戦が行われました。関大の初戦は、1 回戦で関学を破った立
命。初回からランナーを三塁へ進められたりと、立命に押されていた関大でしたが、相手の失策も絡み、先制
成功。しかしその裏、四球と連続安打で即座に 2 点をとられ逆転されてしまいます。5 回にさらに 1 点を追加
されますが、石田光(経 1・近江)・堤邦(人間 2・姫路南)・畑瀬(政策 2・関大北陽)の継投で踏ん張り、立命打
線を 3 点に抑えます。2 点差のまま迎えた 9 回、代打の西田直(商 2・佐用)・寺田(人間 2・六甲アイランド)の
の連続安打で一死二、三塁の好機を作ると打席は新人戦キャプテンの仲尾(文 2・上宮太子)に。ここで執念の中
前適時打が飛び出し、同点に追い付きます。しかし勝ち越しには及ばず、３－３で試合終了。連盟規定により延
長戦は行われず、抽選の結果、関大の負けとなりました。そして翌日の同大との試合は、序盤から西田尚(人間
1・東大阪柏原)、青木拓(商 2・関大北陽)、藤嶋が二塁
打を放つなど同大を攻め立てます。投げては先発の佐々
木裕(商 2・今治西)が 7 回までを１安打無失点に抑える
好投で同大に得点の機会を与えません。8 回に二番手・
佐野(商 2・乙訓)が 1 点を奪われるものの、失点はその
1 点のみで、最終回はしっかり三者凡退に抑え、６－１
で勝利。３位を確定しました。

関大からは吉川、山本(法 2・北嵯峨)、
中園、奥村、李(政策 4・京都国際)、藤嶋
が関西学生野球連盟の代表に選出されました。６月３０日の対阪神学生野球連盟戦は、２－１で敗れますが、藤嶋
が代打でタイムリーを放つ活躍をみせました。また７月２日の対京滋大学野球連盟戦では、中園の適時打で先制点
を奪い、そのまま投手陣が抑えて、１－０で勝利します。関大勢の見事な活躍により、３位という結果をおさめま
した。普段は同じリーグのライバルとして戦う選手たちもこの日は共に戦う仲間として、時にはにこやかに談笑し
ている姿も見られました。今回の経験を活かし、更なる成長の糧にしてほしいと思います。

6 月 23 日に千里山キャンパ
スにて OB 総会が行われました。
今年は 48 名が参加され、創部
100 周年記念事業の計画や予算・決算について話し合われました。総会後にはキャンパス内で懇親会が行われ、
参加者は学年を問わず親陸を深めていました。会場は終始笑顔に包まれ、大学時代を懐かしむ光景が多く見られ
ました。

第三回目となる今回は、審判として長年活躍されていた
お二人にお話を伺いました！
久保田久雄（S42 入）
関大一高出身。大学時代は関西学生
野球連盟の委員として活動。十三信用

大村一彦（S23 入）

金庫に就職された後に審判になられ、

飾磨商業高校から関大へ進学。関大野球部 OB 会最

主に高校野球などを中心に活躍され
年長であり、審判をされていた経験をお持ちです。

た。

現役選手に伝えたいことはた

関西六大学野球連盟（現関西学生）でマネージャーと

くさんありますが、もっと元気

して活躍した4年間の恩返しに何かできないかと考え、就

よくプレーしてほしいです。昔

職2年目に審判になることを決意しました。やればやる程

と比べると迫力が足りません。

奥が深いとわかり、惹かれていきました。全国高校野球選

若々しく勢いのあるプレーで優

手権大会でも8年間審判をさせていただき、貴重な経験が

勝に向け盛り上げてくれると O

できました。現役の選手で審判を志している者がいると聞

B もとても嬉しいです。

いているので頑張ってもらいたいです。
～貴重なお話、ありがとうございました～

今年も新たに野球部に入部した 1 年生 44 名を対象
に新入生研修プログラムが行われました。今回はスポー
ツ振興グループの協力もあり 4 月 19 日から 7 月 12 日の間に計 12 回行われました。講師には、田尻顧問
や野球部 OB の方などを迎え、貴重なお話を伺うことができました。
「関大野球部の歴史」をはじめ、
「スポ
ーツと勉学の両立」や「社会人基礎力の醸成」など 4 年間野球部の部員として活動していくにあたり、また
社会に出てからも心がけなければならないことを学びました。野球部員と一緒に参加したサッカー部やラグ
ビー部など、他クラブの新入生は、みな真剣な表情で講義を受けていました。この 12 回の講義を通じ、新
入生には体育会員としての自覚をしっかり持ち続けてほしいと思います。
研修プログラムを受けた感想

石丸

亨（経 1・東福岡）

研修プログラムを通して、関西大学野球部の長い歴史や素晴らしい伝統を知
り、自分の所属している部がいかに偉大かを感じることができました。これか
ら私自身関大野球部員としての責任や誇りを持ち、行動しようと思いました。

今季のオープン戦は B チームの試合も多く組まれ、計 22 試合行われました。
秋季リーグ戦のメンバー争いが激化する中、良きアピールの場として活躍を見
せる選手が目立ちました。8 月後半は炎天下の中、毎日のように試合が
行われていましたが、グラウンドでは元気な声が飛び交っていました。
今年は奥野(商 3・酒田南)や水野謙(商 4・東海大仰星)らが本塁打を放
つなど、長打が多く飛び出し、リーグ戦が楽しみです。リーグ戦でも
オープン戦同様の活躍に期待しています。

9･10 月
1

土

対戦相手

10 月

対戦相手

開会式（わかさスタジアム）10:00～

7

日

立命館大学１回戦（皇子山）11:00～

京都大学１回戦（わかさスタジアム）13;30～

8

月

立命館大学２回戦（皇子山）13:30～

9

火

3 回戦

2

日

京都大学２回戦（わかさスタジアム）11:00～

3

月

3 回戦

20

土

近畿大学１回戦（わかさスタジアム）10:00～

14

金

関西学院大学１回戦（阪神甲子園球場）12:00～

21

日

近畿大学２回戦（わかさスタジアム）10:00～

15

土

関西学院大学２回戦（阪神甲子園球場）12:00～

22

月

3 回戦

16

日

3 回戦

29

土

同志社大学１回戦（南港中央）10:00～

30

日

同志社大学２回戦（南港中央）12:30～

1

月

3 回戦

こんにちは。
「奪首×Dash!」11 号はいかがでしたでしょうか？
野球部の活動を少しでも知っていただけるよう頑張りました。皆様
に喜んでいただけたら、嬉しく思います。チームは、悲願の優勝に
向け一生懸命練習してきました。秋季リーグ戦でも素晴らしいプレ
ーを見せてくれることと思います。是非、球場にお越し下さい。こ
れからも応援よろしくお願い致します！

〒564-8680
大阪府吹田市山手町 3-3-35
関西大学新凱風館内
関西大学体育会野球部 宛
TEL: 06-6368-1111(4979)
FAX: 06-6388-8214
E-mail : kwansai-univ_baseball@mopera.net

