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・創部 100周年記念式典を挙行

・春季リーグ戦の日程決まる

・冬季強化合宿、安芸キャンプの成果を探る

・新入生特集～未来の関大を担うルーキーたち

100周 記 式
1月 24日 (土 )に新阪急ホテルにて綱部 100周

年記念式典が行われました。当日、式典には綺 550

名もの方から出席を賜り、盛大に執り行われました。

1世紀という長き歴豊を刻んできた関大野球部。

昭和47年には、大学生上初のグランドスラムを達成

するなど、華々しい功績を残してきた伝統を引き継ぐ

と同時に、新たな歴豊を刻んでいけるよう、関大野

球部員であることに誇りを持ち、日々精進して参りま

す。OBをはじめ、これまで関大野球部に携わつてくだ

さつた方の0列並びに多くのお視いの品々、部員一

同感謝申し上げます。

木村轟治 OB会長(S39入 )

この度は、創部 100周年記念式典を盛大に執り行うことができ、とても喜ばしく思

います。記念すべきこの年にOB会長という大役を承り光栄に思います。100周年を機

に関大野球部は、よリー日の努力をし、輝かしい歴■を刻んで行けるよう顧張つて行

つて欲しいです。

山量蒙旅館ご主人の鵬中克彦轟、女将の敬子氏

関西大学体育会野球部創部 100周年おめでとうございます。振り返つてみれば当

旅館をご利用下さるようになりまして早、50年近くになり、何とお礼を申し上げればよ

いかと感謝の気持ちでいつばいです。今後とも、皆様のご活躍と共に安芸での厳しい

キャンプを忘れず、春の優勝を目指してくださるよう、お祈り申し上げ+ます。
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春季キャンプを終え、オープン戦も終盤に入り、いよいより春季リーグ職が開幕します。選手は、昨季の喜びをも

う一度感じるため、必死に練習に励んでいます。学生コーチも兼任する石丸キャプテンが率いる今年のチームは、昨

年もエースとしてチームを支えた石■ (経 40近江)を筆頭に、昨春リーグ職でベストナインを獲得した柿山 (人閲

4・ 岡山学芸館)や昨秋にはリーグ優勝に大きく貢献し、首位打者を獲得した西日尚 (人間 4・ 東大阪大柏原 )、 リー

グ戦経験豊富な永岡 (経 30報徳学口 )、 正相手としてエースを支える久米 (人間 2・ 大阪桐蔭)を中心にチームを

引つ張ります。

そんなチームが目指すのは「リーグ優勝」ではなく早瀬監督が撮げる絶対日標である「全国制覇」、大学野球の頂

点に立つことです。

春季リーグ戦日程

主将 石丸 事 (経 4・ 東福日 )

昨季はたくさんの方々に支えられていると実感することができました。この感謝の気持ち

を忘れずリーグ戦を戦つていきます。また、今年は 100周年ということでたくさんの方々

に期待されていると思います。この期待をリーグ戦連覇という形で体現したいと思いま

す。スローガン・ 熱くなれ'のもと関大ナインも熱くなります!

節 日付 ■ 日 時 H 球 場 対職相手

■

―

4/4 土 10:30～
わかさスタジアム京都 対 京都大学4/5 日 13:00～

4/6 月 未 定

3
4/18 土 13:00～

塁子山球場 対 近畿大学4/19 日 10:30～
4/20 月 未 定

4
4/25 土 13:00～

南港中央野球場 対 同志社大学4/26 日 10:30～
4/27 月 未 定

5
5/2 土 13:00～

:まつともつとフィーJレド神戸 対 立命館大学5/3 日・視 10:30～
5/4 月・視 未 定

7
5/15 金 13:00～

阪神甲子□球場 対 関西学院大学5/16 土 13:00～
5/17 日 未 定

2月 15日 (日 )、 日西大学学生センター、関西大学体育会と株式会社ミズノが運

携で主催する「淀川大清掃～みんなの力で輝く淀川～Jに、野球部を代表して新 2

年生が参加しました.野球部を含め、体育会の部員や一般の国大生みんなでゴミ

拾いを行い、約 7.2ト ンを回収しました.

今回で第 4回日となり、年々参加者が増えているこの淀川大清掃は、全員がゴ

ミを捨うことで地域に対して日頃応援していただいている感謝の気持ちを表す恒

例行事となつています.社会貢献により選手自身の成長にもつながつたのではな

いかと思います。



冬季強化合宿
2月 7日 (土 )から 10日 (火 )まで、冬季強化合宿を行

いました。高機キャンパス内の施設に宿泊し、野球漬けの 4

日目を送りました。

練習メニューの中でも、階段を利用したトレーニングは高

機ならでは。大きな声が飛び交い、活気ある練習となりまし

た.

この合宿では、部員全員で練習し、結束を深めることに狙

いがあります.夕食後には毎晩、学年別に分かれてミーティ

ングを行い、現状の反省点から新学年に向けて取り組むべき

ことまで、様々なことについて意兒を出し合いました。

ミーティング後は各自の自由時間となります。多くの選手が協力してトレーニング行うなど、それぞれが充実した

時目を通ごしていました。このように書段は一人で行うことも、選手同士で励まし合いながら出来るのがこの合宿の

良いところです。

そして毎年恒例、マネージャーが夜食としてたくさんのおむすびを作ります。練習後の夜食に……、山盛りのおむ

すびはあつという間に無くなつてしまいました。

3日 目の夜には、兵庫県の警察官をお招きして、籠議会を開いていただきました。お話を目き、関西大学体育会と

して、野球部員としての自覚を再認識することが出来ました。

この 4日間を通して、同学年の仲間たちとの絆、先輩・後輩の繋がりが共に深まつたのではないかと思います。

春季キヤンプ
3月 2日 (月 )～ 12日 (木 )まで高知県安芸市にて

10泊 11日 の春季キャンプを行いました。概ね天候にも

恵まれ、グラウンドにて紅自職をはじめとする実践を意

識した練習や、龍谷大学、大阪商業大学を迎えての

オープン戦を行うことができました。―日中練習できる環境で自球を追いかけ、いつも以上に質と置を求めた練習

をこなした選手たちは、キャンプを終えた今、ひと回りもふた回りも大きくなつたと思います。学年を超えた縦の

つながり、チームとしての組織力がよリー層強化されました。

最終日の夜には毎年恒例となつた演芸大会。今年も新 2年生が満を辞して挑みました。今年は、億日 (人間 2・

関大―)、 吉村 (総情 2・ 高取目際)が 2位と大養をつけて優勝し、重ねて監督賞も獲得しました !キ ャンプ最終日

は大いに盛り上がり、さらにチームの―体感が強まつたのではないでしようか.

オー ン 春季キャンプも終盤を迎えた9日 目に籠谷大学、最終日

に大阪商業大学と 4試合のオープン戦を行いました。吉川

(文 3・ ■大北臓)は鋭い投球を見せ、締まつた試含を展開

します.リーグ職童板経験のある江口 (人間 4・ 長崎南山)

も、この春に向けて着実に結果を残します。打撃面では、書

にベンチ入りが期待される選手たちを中心に、新入生の活

■もみられ、リーグ戦に向Ltt自僣がついてきた曖 はない

のでしようか。これからたくさんのオープン戦があります。リー

グ戦前の貴重な実職機会.一人一人
=剣

に自分と向き含

い、さらに成長してほしいです。

鯰 陽 ム、



、     N未来の関大野球部を齢′レ中キ中たちN
2月 7日から行われた冬季強化合宿より、平成 27年度のスポーツ推薦で入学する新入生 8名が入部しました。彼ら

は高槻グラウンドでの練習や安芸キャンプにも参加しています。これからの関大野球部を担う彼らに、意気込みなどを

聞きました !

はまだ しゅん

濃■ 臓
東福岡高校出身・投手

この度、学年の投手リーダー

を任されました。頼りない面が

ある自分ですが、しつかりと気

を配り、1年生の投手をまとめる

ことができるよう頑張ります。

やまもと たかひろ

山本 饉広

桜宮高校出身・投手

初めて練習に参加 した合宿

では、不安や緊張がありました

が、先輩方が優しく指導して下

さり、練習の合間もたのしく過

ごすことができました。

どい こうよう

土居 弘洋

高知高校出身・遊撃手

大学野球では授業

との両立で時間が限

られていますので、練

習の取 り組み方次第

で自分の成長に関わ

つてくると思います。

気持ちを強くもち、練

習に取 り組んでいこ

うと思つています。

へいない しようた

平 内  翔 太

社高校出身・投手

高校野球とは違

つた新しい環境に

なり、また一から

のスタートになる

ので、今までに培

つてきたものを糧

に、日々前進でき

るように自覚をも

ち練習していこう

と思います。

ふるかわ りく

古川 陸

東大阪大植原高校

出身・遊撃手

キャンプでは練

習漬けの日々で幸

いこともありまし

たが、先輩方が優

しく声をかけて下

さり、技術面でも

成長でき、とても

充実 したキャンプ

を過ごせました。

にした とものリ

西日 友紀

福知山威美高校出

身・遊撃手

学年のキ ヤプテ

ンを任 されること

になりました。1年

生の仕事は多く、全

員をまとめること

は大変だと思いま

すが精一杯務め、プ

レー面でもチーム

に貢献できるよう

頑張ります。

たかはじ ゆうや

高槽 佑八
籠谷大平安高校出身・捕手

初めて大学でオープン戦に出

て感じたことは、走攻守の全てに

おいてレベルが高いことや、パツ

トが木襲になり、やはり打球を飛

ばすのが難しいと感じました。課

題を克服 していけるよう努力し

うと思います。

ただ とうご

多■ 相吾
明徳義塾高校出身・二塁手

大学野球では初心を忘れる

ことなく日々努力し、関西大学

野球部の一員として、耐えて勝

つ野球で、絶対日標である全国

制覇に少 しでも貢献できる選

手になります。

編 集 後 記
今回の奪首XDash第 21号はいかがでしたか?現在チームは安芸キャンプ、春季

オープン戦を終え、春季リーグ戦開幕に向けてチーム全員で一心に練習に励んでい

ます。この冬、必死に練習した成果を発揮できるよう、万全の状態でリーグ戦に臨

んでほしいと思います。昨季に続いてリーグ制覇、そして今季こそ、全国制覇を達

成するために、全力で挑みますのでご声援をよろしくお願いします !

左から マネージャー 田村南渡 (政策 2・ 関大北陽)、 西尾奏穂 (文 2・ 東洋女子)


