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どんなに辛くても前に進むことで道が開ける。少しでも3
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“野球”で広がる

進路
特集

3年生のみんな、元気ですか？　新型
コロナウイルスのせいで、春夏ともに
全国大会が中止になってしまい、悲し
かったり、虚しかったり、イライラし
たり、無気力になったり、みんなの心
のなかには時の経過とともにいろんな
感情が込み上げてきたと思う。でもそ
ろそろ前を向かなきゃって思ってる人
も多いんじゃないかな？　そんなキミ
にタイムリーから1つ提案がある。「な
んのために練習してきたんだろう？」
その答えを出すのをミライに持ち越し
てみるのはどうだろう？　そして、高
校卒業後も野球を続けてみようよ！　
上で野球をするのは、なにもトップ選
手だけの特権ではない。みんなそれぞ
れ事情が違うけれど、野球を軸に進路
を調べてみたら、制限があっても野球
を続ける方法はいろいろあった。レベ
ルもスタイルもいろいろあった。キミ
にぴったりな野球がきっと見つかると
思う。だからもう一度、やりたい野球
をやろう！　そうすれば、ある日「俺
このために練習してきたんだ」と分か
る日が必ずくるはずだ。

わくわくするミライを選ぼう！
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　昨年度、高校野球を引退した3年生は約5
万人。一方、大学で野球をやっている選手
（全日本大学野球連盟加盟校の部員）は約3
万人なので、1学年だと7500人程度という
ことになる。この数字から考えると、大学に
進み体育会と呼ばれる正式な部活動で硬式野
球を続けた球児は、だいたい「7人に1人」と
いうことになる。
　大学に進学しない球児や、進んでも準硬式
野球や軟式野球などを選ぶ球児がいることを
考えると、意外と多いように感じないだろう
か？ 大学野球に敷居の高さを感じるという

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
大学 前期 夏休み 後期 春休み

部活

声は少なくないが、次のステージで野球を続
けている球児はかなりいる。
　全国の大学の野球連盟を束ねる全日本大学
野球連盟には26の連盟が名を連ねており、
全国各地で春と秋に行われるリーグ戦、その
勝者が勝ち上がる「全日本大学野球選手権」
（6月）と「明治神宮野球大会」（11月　主催
は明治神宮と日本学生野球協会）という全国
大会を目標に選手はトレーニングに励んでい
る。また、大きな連盟では二部制、三部制が
敷かれ、そこで戦うチームは昇格という目標
に向けて汗を流す。「文武両道」を掲げるリ

ーグもあり、大学生活との両立を図りながら
野球に取り組む選手たちもいる。体育会とい
う言葉で括ると見えにくくなるが、大学生の
野球との向き合い方は、リーグ、チームによ
って幅がある。最近は大学の野球部がSNS

などを使い広報活動をしていることも多い。
興味のある大学のチームがあったら、相談を
持ちかけてみてもいい。「野球は高校まで」
と決めていた君にも、もう一度熱くなれる場
所が見つかるかもしれない。

【一部】福井工業大全／金沢学院大全／富山大公／北陸大
／金沢星稜大全／高岡法科大全【二部】金沢大公 全／富
山国際大／金沢工業大／福井大公／金城大

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

福井・石川・富山の北陸3県の11大学が参加

北陸大学野球連盟15

【一部】城西国際大全／中央学院大全／東京情報大全／国
際武道大全／敬愛大／清和大【二部】千葉商科大全／千
葉経済大／帝京平成大／淑徳大／千葉工業大全／東邦大
全【三部】麗澤大／千葉大公／日本大生産工学部全／秀
明大／東京成徳大／開智国際大／東京理科大野田／千葉
科学大

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

国際武道大は選手権で準優勝２回

千葉県大学野球連盟6

九州産業大全／九州共立大全／日本経済大全／福岡教育
大公／福岡工業大全／九州工業大公

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

全国区の２強、九産大・九共大などが所属

福岡六大学野球連盟25

北部九州ブロック
【一部】日本文理大全／久留米工業大／近畿大産業理工学
部／西日本工業大全／別府大全／大分大公【二部】長崎大
公／長崎国際大／折尾愛真短期大／立命館アジア太平洋大
／福岡県立大公／福岡歯科大／九州歯科大／佐賀大公

南部九州ブロック
【熊本地区】熊本学園大／東海大九州キャンパス全／熊本
大公／崇城大全【宮崎地区】宮崎産業経営大全／宮崎公
立大公／九州保健福祉大／宮崎大公／南九州大【鹿児島
地区】鹿屋体育大公／鹿児島大公 全／第一工業大全／鹿
児島国際大【沖縄地区】沖縄国際大全／沖縄大／琉球大
公／名桜大公 全／沖縄キリスト教学院大

優勝 選手権１回／神宮２回　 DH制 あり

九州全域＋沖縄までをカバーする巨大リーグ

九州地区大学野球連盟26

関西大全／近畿大全／立命館大全／京都大公／同志社大
全／関西学院大全

優勝 選手権６回／神宮５回　 DH制 なし

関西の強豪によるハイレベルなリーグ

関西学生野球連盟16

【一部】白鴎大全／上武大全／山梨学院大全／新潟医療福
祉大／平成国際大／作新学院大【二部】関東学園大全／
常磐大全／松本大／宇都宮大公／新潟大公／埼玉大公 全

【三部】信州大公／群馬大公／高崎経済大公／山梨大公／
茨城大公 全／群馬パース大／長野大公／東京福祉大

優勝 選手権１回／神宮0回　 DH制 あり

北関東、山梨、新潟、長野にまたがるエリアをカバー

関甲新学生野球連盟7

【一部】共栄大全／創価大全／流通経済大全／東京国際大
全／杏林大／駿河台大【二部】東京学芸大公 全／高千穂
大全／東京都立大公／東洋学園大／日本大生物資源科学
部全／工学院大全【三部】日本工業大／文京学院大／淑
徳大埼玉キャンパス／東京理科大／東京外国語大公／東
京農工大公【四部】東京工科大／国際基督教大／東京電
機大全／電気通信大公／東京海洋大公 全

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

新設大学も多数参加し、活性化が続くリーグ

東京新大学野球連盟8

【一部】東亜大全／徳山大全／環太平洋大全／吉備国際大
全／福山大全／広島文化学園大【二部】岡山商科大全／
至誠館大／山口大公／岡山大公 全／島根大公 全／島根県
立大公【三部】岡山理科大全／川崎医療福祉大／鳥取大
公／比治山大／広島国際大【四部】尾道市立大公／岡山
県立大公／倉敷芸術科学大

優勝 選手権0回／神宮３回　 DH制 あり

東亜大は神宮大会で3度優勝の強豪

中国地区大学野球連盟22

慶應義塾大全／法政大全／早稲田大全／立教大全／明治
大全／東京大公

優勝 選手権26回／神宮14回　 DH制 なし

伝統と強さを併せ持つ「大学野球」の原点

東京六大学野球連盟9

【一部】四国学院大全／松山大全／高知工科大公 全／愛媛
大公 全／高知大公 全／徳島大公【二部】香川大公 全／鳴門
教育大公／徳島大医学部公／徳島文理大／聖カタリナ大

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

野球どころ愛媛など四国４県で形成

四国地区大学野球連盟23

【一部】東京農業大北海道オホーツク全／旭川大全／苫小
牧駒澤大全／函館大全／北海道教育大旭川校公／北海道
教育大函館校公【二部】釧路公立大公／室蘭工業大公／
はこだて未来大公／帯広畜産大公／北見工業大公

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

北海道全域の広大なエリアの大学が競い合う

北海道学生野球連盟1

【一部】東海大札幌キャンパス全／星槎道都大全／札幌大
全／北海学園大全／北翔大全／札幌大谷大【二部】北海
道大公 全／札幌国際大／札幌学院大／北海道教育大札幌
校公 全／小樽商科大公 全／北海道教育大岩見沢校公

【三部】北海道科学大／北星学園大／北海道文教大／酪農
学園大／北海道医療大／北海道情報大

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

県庁所在地・札幌近郊の大学で形成されるリーグ

札幌学生野球連盟2

【一部】青森大全／富士大全／八戸学院大全／ノースアジ
ア大全／青森中央学院大／岩手大公【二部】八戸工業大
／盛岡大／弘前大公／秋田大公 全／岩手県立大公／青森
公立大公【三部】秋田県立大公／北里大／秋田看護福祉
大／岩手医科大

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

近年は富士大などがけん引する北国リーグ

北東北大学野球連盟3

東北福祉大全／仙台大全／東北学院大全／東北工業大全

／宮城教育大公／東北大公 全

優勝 選手権３回／神宮0回　 DH制 あり

選手権３度制した東北福祉大を筆頭に強豪ひしめく

仙台六大学野球連盟4

【一部】東北公益文科大／東日本国際大全／石巻専修大全

／山形大公／日本大工学部全／福島大公 全

優勝 選手権０回／神宮0回　 DH制 あり

山形、宮城、福島の３県の大学が参加

南東北大学野球連盟5

【一部】佛教大全／びわこ成蹊スポーツ大／京都先端科学
大全／花園大全／大谷大／滋賀大公【二部】京都教育大
公 全／滋賀県立大公／京都外国語大／京都工芸繊維大公

／京都薬科大／京都府立大公

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

京都と滋賀にまたがる地域での戦い

京滋大学野球連盟20

広島経済大全／近畿大工学部全／広島国際学院大全／広
島修道大全／広島工業大／広島大公 全

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

ホークス・柳田悠岐の母校・広経大なども所属

広島六大学野球連盟21

大阪商業大全／大阪経済大全／龍谷大全／京都産業大全

／大阪学院大全／神戸学院大

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

ここ数年は大商大を軸に熱戦が繰り広げられる

関西六大学野球連盟17

【一部】天理大全／大阪産業大全／関西国際大全／大阪体
育大全／甲南大全／追手門学院大【二部東】関西外国語
大／帝塚山大／大阪経済法科大全／摂南大／大阪電気通
信大／桃山学院大【二部西】神戸国際大／流通科学大／
関西福祉大／姫路獨協大／兵庫大／宝塚医療大

優勝 選手権１回／神宮0回　 DH制 あり

選手権も制した大体大、天理大などがリードする

阪神大学野球連盟18

【一部】大阪市立大公／和歌山大公 全／阪南大全／奈良学
園大全／神戸大公／大阪府立大公【二部】大阪工業大全／
大阪大谷大／太成学院大／大阪観光大／大阪大公 全／大阪
教育大公 全【三部】神戸医療福祉大／兵庫県立大公／奈良
教育大公／羽衣国際大／奈良大／大阪歯科大／東大阪大

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

「文武両道」「フェアプレー」の精神を掲げる

近畿学生野球連盟19

【静岡学生野球】日本大国際関係学部全／東海大海洋学部
全／静岡産業大全／静岡大公 全／常葉大静岡キャンパス
／常葉大浜松キャンパス／静岡理工科大／聖隷クリスト
ファー大【岐阜学生野球】中部学院大全／中京学院大全

／朝日大全／岐阜聖徳学園大全／岐阜協立大全／岐阜大
公／東海学院大【三重学生野球】皇學館大全／四日市大
／三重大公 全／鈴鹿大

優勝 選手権１回／神宮0回　 DH制 あり

静岡・岐阜・三重の東海３県で覇権を争う

東海地区大学野球連盟14

【一部】中央大全／亜細亜大全／國學院大全／立正大全／
東洋大全／駒澤大全【二部】拓殖大／青山学院大全／専
修大全／日本大全／国士舘大全／大正大【三部】東京農
業大／順天堂大／学習院大／芝浦工業大全／成蹊大／上
智大【四部】東京都市大／一橋大公／東京工業大公

優勝 選手権24回／神宮16回　 DH制 あり

強豪居並ぶ「戦国東都」東の実力派リーグ

東都大学野球連盟10

北九州市立大公 全／福岡大全／西南学院大全／九州国際
大全／久留米大全／九州大公

優勝 選手権0回／神宮0回　 DH制 あり

福岡県内の６大学で構成される伝統あるリーグ

九州六大学野球連盟24

全日本大学野球連盟に加盟する
各地の大学野球リーグ

●一般的な大学野球のスケジュール

「野球は高校まで」。そう決めている君に聞いてほしい。
大学で野球をやってみないか？ それも、体育会の硬式野球部で。
高校野球は最高だ。でも、大学野球にも同じくらいの魅力がある。
上手い人ばかりなのでは？ 上下関係が厳しいのでは？ 
そんな先入観を一度脇に置いて、日本の大学野球を知ってみよう。
取材・文＝秋山健一郎 春季リーグ戦

入替戦

春季新人戦やトーナメント

夏季キャンプ

オープン戦など 代表決定戦

入替戦

秋季新人戦やトーナメント

春季キャンプ

オープン戦
など

秋季リーグ戦全日本大学
野球選手権

秋季新人戦やトーナメント

オフシーズン

明治神宮大会

特 集

公  = 国公立大学　全 = 全国大会出場歴あり　　

【一部】東海大全／武蔵大／筑波大公 全／日本体育大全／
帝京大全／桜美林大全【二部W】大東文化大全／東京経
済大／城西大全／玉川大／成城大【二部R】獨協大／明
治学院大全／足利大／明星大／日本ウェルネススポーツ
大

優勝 選手権４回／神宮６回　 DH制 あり

首都圏近郊の幅広いエリアの大学が参加

首都大学野球連盟11

【一部】関東学院大全／横浜商科大全／桐蔭横浜大全／神
奈川大全／神奈川工科大／鶴見大【二部】／横浜国立大
公／松蔭大／横浜市立大公 全／防衛大学校公／東京工芸
大／田園調布学園大

優勝 選手権0回／神宮１回　 DH制 あり

桐蔭横浜大は神宮大会制覇歴あり

神奈川大学野球連盟12

【一部】中京大全／中部大全／愛知工業大全／名城大全／
東海学園大／愛知学院大全【二部A】愛知産業大／愛知
大全／同朋大／名古屋商科大全／至学館大／名古屋産業
大【二部B】名古屋学院大全／愛知東邦大／日本福祉大
／星城大／愛知学泉大／名古屋大公／【三部A】愛知淑
徳大／愛知教育大公／名古屋工業大公／大同大／豊橋技
術科学大公【三部B】名古屋経済大／名古屋市立大公／
南山大／名古屋外国語大

優勝 選手権１回／神宮２回　 DH制 あり

愛知県内の大学で構成されるリーグ

愛知大学野球連盟13
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23日本の

を知ろう！大学野球

※高等専門学校が参加
するリーグもある。

※リーグへの参加は状
況によって変わるため、
部のウェブサイトなど
のチェックを。
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鹿屋体育大学（九州地区大学野球連盟・南部九州）

大学野球へのチャレンジを
おすすめする

大学で野球をすると体験できるかもしれないメリットを、
大学野球をよく知る人たちの
協力を得ながらTimely!視点で提案。
大学野球は高校野球の単なる延長ではない！

５つの理由
君は　　　　   
      “大学野球”に
君は　　　　   どうして

3科学的なトレーニングに
より積極的に取り組める！

理にかなった練習で成長しよう！
　大学野球では、理論に基づきテクノロジーを用いた練習を採り入れるチー
ムも増えている。主体性を求められ、高校時代以上にまかされる部分も出て
くるので、ある程度自分のペースで、試行錯誤をしながら技術を磨いてみた
いという“理論派”選手にとっては大学野球は最適なフィールドといえるかも
しれない。また、そうしたトレーニングのサポートを通じトレーナーやアナ
ライザーとしての経験を積んでみたいという人にも適した環境だ。

理由

提案！

大学野球に挑戦した理由や身を置いてみて感じたこと、
将来への思いなどを現役のプレーヤーに聞きました。
自分で考え、野球で自らを磨く楽しみが大学野球にはある！

?

　高校の先輩が桜美林大学に進学していて、練習
に参加したのがきっかけです。練習の雰囲気を見
てもオンとオフのメリハリがしっかりしていて、
野球以外の学生生活との両立もできて、それで結
果も残しているということで決めました。自分は
ずっと指導者になりたいという気持ちがあったの
で、教職課程をとっています。教職をとっている
と授業や実習でいろいろと練習に制限があるんで
すけど、うちの大学はそれも両立しやすい環境だ
というのは個人的には大きいですね。

　大学では野球を続けるなら勉強もちゃんとやっ
て全国大会に出たいと思って大学を探していまし
た。自分が高校３年の時に、和歌山大が全国大会
に出ていたので、自分も行きたいと思いました。
和歌山大野球部の良いところは、全国を代表する
ような選手がいる訳ではないのに、それでも勝て
る野球ができるところです。他の大学では輝けな
くても、エンドランがうまいとか、投手はけん制
やフィールディングがいいとか、そういう特徴を
活かして試合に出られるんです。

　今回は体育会の硬式野球部についての紹介となったが、「準
硬式」や「軟式」も、大学で高校野球と同じだけの情熱を傾
けられる野球だ。特に「準硬式」は硬式と同様に芯に糸を巻
きつけてつくった内部構造を、ゴムで覆ったボールを使って
いる。打感などは硬式にかなり近く、硬式の強豪高校から転
向する選手も多い。ドラフトでプロ球団から指名を受ける選
手もいて、レベルはかなり高い。学生主導の姿勢も色濃く、
将来に生きる人間力を高める場としてもおすすめだ。

特 集

主将 4年（内野手）

濱野大空選手
（横浜高出身）

３年（内野手）

大城勇真選手
（沖縄尚学高出身）

杉山智広コーチ
（日大三高出身）

３年

井上絢一朗選手
（佐賀商業高出身）

桜美林大学（首都大学野球連盟） 和歌山大学（近畿学生野球連盟）

日本大学 準硬式野球部「準硬式」や「軟式」という道もある！

4高校野球以上に多彩
大学野球の応援も熱い！

礼儀と伝統に加えユーモアやアイデアもある
　今回、高校野球の公式戦が中止となり、選手と応援する人が喜びを共有す
る場が失われてしまったことは本当に残念でした。大学野球の応援は、礼儀
を重んじ伝統や格式の高さを感じさせる一方でユーモアもあり、高校野球と
は違った魅力があります。長く歌い継がれる名曲も多いです。また、新しい
大学の自由な発想の応援も熱いし、応援団員が少ない大学が工夫をこらして
盛り上げる姿にもグッときます。多くの球児の皆さんに、大学野球の応援を
背にプレーする喜びを味わってほしいと思っています。（ジントシオ）

理由

プロスポーツチームの応援などで使われる応援歌作曲を多数手がける。2019
年には関西大学応援団と共にオリジナル応援曲「カイザー」を制作。野球部
が決勝に進出した同年の明治神宮大会でも使われた。

応援歌作曲家
ジントシオ さん

1 高校野球以上の
〈自分たち主体〉の野球

高校野球にはない「様々な役割」がある
　大学野球の一番の特徴としては、「学生主体」で考え、動く場面が多いこ
とが挙げられます。また、大学野球における公式戦のベンチ入りは原則25人
ですが、選手以外にもやりがいのある役割がたくさんあります。練習を動か
す学生コーチをはじめ、部の管理や試合を運営するマネジャー、相手校を分
析するアナライザー。また、専門分野を勉強しながらトレーナーとして携わ
ることなどもでき、様々な形でチームに貢献することができます。それは高
校野球とはまた違った達成感を与えてくれるでしょう。（岡本朋祐）

理由

ベースボール・マガジン社から刊行されている大学野球の選手とファンと愛
読誌。大学野球に関する様々な情報が網羅されている。例年、春季リーグと
秋季リーグの前後に発売される。

雑誌「大学野球」（週刊ベースボール増刊）
岡本朋祐 編集長

5全国から集まる仲間と
絆ができる

いろいろな人との出会いが人生の景色を変える
　僕は大学野球をやって本当によかったと思います。頭を使って考えて練習
しないと生き残れません。簡単に勝てません。厳しい世界。でもそれが楽し
いんです。全国から部員が集まります。そこで培われる人脈、絆は今でも宝
物です。いろいろな人と出会うことで視野が大きく広がり、人生の景色が大
きく変わるはずです。もう一度人生があったとしても、僕はもう一度、大学
野球をやると思います。（笠川真一朗）

理由

龍谷大平安高、立正大学野球部でマネジャーを務めた。卒業後は芸人として
活動しテレビ朝日「アメトーーク！」の高校野球大好き芸人にも出演。現在
はフリーのスポーツライターとして活動。

フリーライター・ 朝日新聞社『4years.』野球応援団長
笠川真一朗さん（写真は大学時代のもの）

2身体が出来上がり
見違える選手も

高校で〈完成〉しなかった才能が開花することも
　約2年と短い高校野球生活では“伸びしろ”よりも完成度が求められがちで
す。技術的に良いものがありながら、身体的な成長が間に合わず注目されな
い選手もいます。ただ、そんな選手の身体が大学で出来上がり大きく飛躍す
ることは珍しくないのです。特に「精度や再現性があるが身体が出来ていな
い投手」などは、大学で伸びる可能性を秘めているように感じます。今だけ
でなく、これからの自分についても考えてプレーできる球児が増えることを
期待します。（西尾典文）

理由

三重大学で選手としてプレーした後、筑波大学大学院で野球の動作解析につい
て研究し、在学中から技術解析などをテーマに野球専門誌に寄稿。 修了後も
アマチュア野球を中心に年間約300試合を取材。全国の現場に足を運ぶ。

スポーツライター・プロアマ野球研究所主任研究員
西尾典文さん

準硬式の場合、ほとんどの大学は監督、コ
ーチはいても普段の練習は学生だけでやっ
ています。そういう意味では学生が自分た
ちでチームを作り上げることができる部分
が多いと思います。そういう経験もしなが
ら野球でも日本一を目指せるというのは大
きいと思いますね。

学生主導で意識高く日本一を目
指していると聞いて、高校時代
に成し遂げることができなかっ
た日本一に再挑戦したいと思い
入部を決めました。

̶̶大学野球挑戦のきっかけは？
桑原：高校でベンチに入れず見返した
いと思ったからです。鹿屋体育大学の
野球部は一般入試でも入れるし、調べ
てみたところ全国大会出場への道も開
かれていたので。

松本：自分はプロ野球選手・指導者に
なるためにこの大学を選びました。北
海道出身なので一年中野球ができる鹿
児島の環境にも惹かれました。
̶̶高校野球とは違いは？
桑原：トレーニングが科学的ですよね。
打球速度を計測できる機材を使うこと
で自分の打撃のレベルアップが実感で
きました。入学当初は130km/hぐら
い。今は150km/hまで上がりホーム
ランも打てるようになりました。
松本：僕も投球の質を測れる機材のデ
ータを参考に、サイドスローからオー
バースローへの転向を決め、高校時代
のMAXを超えて今は143km/hに。自
分は同じくらいのスピードの球を投げ
る投手に比べ回転数が少なめという特

徴があるのですが、それを生かした投
球を目指しています。今は特に回転効
率という数字を意識しながらトレーニ
ングをしています。先輩後輩など部内
の人間関係がとても良く、数値データ
を基にピッチングについて話したりす

るのは楽しいです。
̶̶今後の目標は？
桑原：社会人など、上のレベルで野球
を続けたいと思っています。
松本：僕も続けたいです。夢はやはり
プロです。

2年 （投手）

松本虎選手
（札幌光星高出身）

 4年（外野手）

桑原潤也選手
（松山北高出身）

「数字」と共に成長！

1 2トレーニングする桑原選手。

1

２

３

４
3 4 計測機材と球質判
定に用いられる数字。

公

公
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野球部創設：1995年　URL：http://www.ckg.ac.jp/baseball/

野球部創設：1995年　UR：https://www.nihonwellness-sport.jp/

　2年または3年の在学中に、就職に必要な
専門的技術を身に付けたり、資格取得へ向け
た勉強をする専門学校。大学に比べて在学期
間が短いし、勉強と部活動が両立できるか不
安に思う人もいるだろう。しかし、専門学校
出身のプロ野球選手もおり、努力次第でその
先の道は開ける。
　現在、日本野球連盟に加入する硬式野球部
がある専門学校は全国で12校と少なく、専
門学校独自の主要大会は行われていない。だ
が、企業チームやクラブチームが加盟する地
域連盟に参戦しており、ワンランク上のレベ
ルでしのぎを削っている。ここに専門学校で
野球を続ける最大の利点がある。社会人チー
ムと交流することで、同世代だけの戦いでは
味わえないスキルや考え方の違いなどが経験
できるのだ。さらに、公式戦でアピールでき
れば、強豪の社会人チームからのスカウトを
受けられる可能性もあるという。
　大学との交流試合も行っており、年間の試
合数は60～70に及ぶ。監督やコーチも社会
人野球の名門チームなどでプレーをしてきた
指導者が多く、貴重なアドバイスを得られる
ため、技術力の向上につながる。
　大学に比べれば学歴で劣ってしまうことは
否めないが、専門学校は、就職の斡旋にも力
を入れていて高い就職率を誇る学校も多い。
野球の技術を磨き、さらに上でやるチャンス
を狙いつつ、就職を見据えて資格も取得、人
生の選択肢を増やすことができるだろう。

　西日本を代表する専門学校野球部
のひとつ。九州三菱自動車野球部出
身である沖データコンピュータ教育
学院の林亮介監督は「社会人として
どうあるべきかという視点で選手た
ちには会話をしたり指導をしたりし

ています」と、個人の成長を促す指
導方針に徹しているという。現在の
部員数は、73人（3年29人、2年
12人、1年32人）で、全員が同じ
練習メニューを行い、技術を磨いて
いるのも特徴のひとつだ。

　チーム管理者やコーディネーター
など、スポーツ関連の仕事や企業へ
の就職と資格取得を目指す専門学校。
こちらの特徴は4年制への編入が可
能なこと。野球をしながら、努力を
続ければ大学卒業資格も得られる。

野球部は、大学編入組も含め43人
（2年15人、1年20人、大学生8人）。
門倉寛勝監督は、「野球を続けたい
という気持ちの強い選手ばかりなの
で、将来の仕事にもつながるように
サポートしていきたい」と話す。

沖データコンピュータ教育学院
の部員たち。数年前には、専用
の室内練習場が設けられた。

●東京法律専門学校仙台校（宮城県）※活動休止中
●日本ウエルネススポーツ大学・東京（東京都）
●日本プロスポーツ専門学校（岐阜県）
●ルネス紅葉スポーツ柔整専門学校（滋賀県）
●履正社学園 履正社ベースボールクラブ（大阪府）
●関メディベースボール学院（兵庫県）

●MSH医療専門学校（広島県）
●沖データコンピュータ教育学院（福岡県）
●日本ウエルネススポーツ専門学校・北九州校（福岡県）
●九州総合スポーツカレッジ（大分県）
●福岡医療・スポーツ専門学校（福岡県）※活動休止中
●九州工科自動車専門学校（熊本県）

日本野球連盟に加入する専門学校一覧

硬式野球部がある学校は少ないものの
野球を続けるうえで、すばらしい環境が整っている専門学校。
ここからプロの扉を開けた選手もいるだけに、
軽視できない進路先であることは間違いない！
取材・文＝松野友克

特 集

社会人チームとの交流で
思わぬ就職先が見つかる可能性も

九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）九州工科自動車専門学校（熊本県）

沖データ
コンピュータ教育学院

日本ウエルネススポーツ
大学・東京

カープ・一岡竜司投手の母校で
IT関連資格に強い！

大学への編入も可能で
スポーツ系資格が学べる

自分の課題と向き合い、克服してもらうため、
練習ではフリーの時間を設けるようにしてい
ます。これは野球だけに限らず社会人になっ
てからも、指示待ち人間ではなく、自ら考え
て動けるような選手、人材になってほしいと
いう思いから、この指導方法を用いています。

自ら希望して、野球を続けている選手たちな
ので、自主性を重んじることを大切にしてい
ます。また、諦めない気持ちを持ち続けて欲
しいと思っています。野球に限らず、何か真
剣に取り組んでいけば、その先に楽しさが見
えてくるものでしょう。

●国際公式記録員（全日本野球協会認定）
●障害者スポーツ指導者（日本障害者スポーツ協会）
●スポーツリーダー（日本体育協会）
●救急法救急員（日本赤十字社）
●柔道整復師（厚生労働省）
●医療事務（民間）

●パーソナルトレーナー（NSCAジャパン）
●幼児体育指導員検定（日本幼少年体育協会）
●基本情報技術者（経済産業省）
●情報処理安全確保支援士（経済産業省）
●介護予防ウンドトレーナー（メディカル・フィットネス協会）
etc

専門学校で取得できる主な資格

部員数が100人を超える大学に対して、多くても70前後という体制なので、アピールする場は多い。

資格を目指しながら
野球もレベルアップ！ PICK UP 1

PICK UP 2

将来、プロへ行きたいとい
う気持ちもあり、環境が整
っている今の学校に進学し
ました。高校時代はやらさ
れる練習でしたが、自主性
を重んじる練習に触れ、自
分で考える力を養っている
実感があります。

【1日のスケジュール】
24

12

123 222

1014 1113

321

915

420

816

717

519

618

睡眠

支度

通学
授業

昼食

練習

帰宅

夕食ほか
自由時間

自主トレ・
体のケア

藤岡陸くん
（1年）

工夫次第で、大学の単位も
取得できる“ダブルスクー
ル”という制度が学校選び
の決め手になりました。大
学に編入した今は野球優先
の環境を作ることができま
した。主将にも選ばれ責任
感も養えていると思います。

【1日のスケジュール】
24

12

123 222

1014 1113

321

915

420

816

717

519

618

睡眠

支度

通学授業
昼食

練習

帰宅

夕食ほか
自由時間

自主トレ・
体のケア

松本康平くん
（4年）

林 亮介監督

門倉寛勝監督

選手に考える力を養わせる

自主性と諦めない気持ちを養う

※専門から大学へ編入

※上記は松本くんが2年次のもの。大学へ編入した現在は、平日午前は自主トレに当てている。
　また、19：00～24：00がアルバイトとなり、25：00帰宅の場合も。

CHECK POINT

硬式野球部がある学校は少ないものの硬式野球部がある学校は少ないものの

　　　　で
夢の扉を切り開け！
　　　　専門学校
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相原雅也さん

実力次第では
プロへもつながる

　現在、日本野球連盟（通称JABA）に加盟
しているチームは、令和2年4月時点で先に
紹介した専門学校を含め353チームある。
内訳は企業が母体となる実業団が、87チー
ム（専門学校除く）、クラブチームが254チ
ームだ。実業団は、ここ20年で60以上が廃
部しているのだが、クラブチームは2008年
以降250チームを超える数字を維持。その
点においては、社会人として硬式野球を続け
られる環境は整っているといえるだろう。
　しかし、社会人野球でプレーをするのは簡
単なことではない。大学や専門学校の場合、
推薦を得られなくても、勉強を頑張り受験で
合格すれば、野球部に入部できる。だが、実
業団で野球をやりたいのなら、高校または大
学で一定の成績を残してスカウトされなけれ
ばいけない。つまり、一般試験を受けて企業
に就職しても野球部への入部が認められない
わけだ。
　そこででてくるもう一つの選択肢が、クラ
ブチームだ。日本野球連盟に加盟するクラブ
チームは、一企業または複数企業、講演会組
織や自治体などの支援で運営されている。部
員も、社会人はもちろん、高校や大学などの
学生も含まれるなど幅広い。そのため実業団
に比べて門戸は開かれている状況だ。一方で
トップレベルのチームでは、セレクションを
実施しており合格しなければ加入が認められ
ないケースもある。応募前には、チーム方針
を確認する必要があるだろう。

　　　　　　　 で
レベルアップ！

実業団＆クラブチームが目指す
主な大会一覧

仕事をしながら大好きな野球を続ける。
草野球なら簡単かもしれないが、実業団や
トップクラブチームの世界は大変だ。
高い技術レベルとともに運も必要になる。
取材・文＝松野友克

特 集

実業団はスーパー狭き門
クラブチームという手も

●都市対抗野球大会
東京日日新聞（現・毎日新聞）の記者であった島崎新太郎が発案し、第1回が1927年に開催された。
日本野球連盟に加盟する全チームに予選出場の権利が与えられ、各地区の代表36チームが黒鷲旗を
目指し東京ドームで激戦を繰り広げる。予選敗退チームからの補強選手制がある。

●全日本野球選手権
毎年11月に開催される年間王者決定戦の意味合いを持つ大会。全国の予選を勝ち抜いた32チームが
参加し、京セラドーム大阪で本戦が行われる。補強選手制度がないため、チームの実力が試される場
でもある。優勝チームには野球場と最高位を表現しているダイヤモンド旗が贈られる。

●全日本クラブ選手権
クラブチーム日本一を決める大会で、1976年からスタート。各地区の予選を勝ち抜いた代表16チ
ーム（北海道1、東北4、北信越1、関東4、東海1、近畿2、中国・四国1、九州1、※前回優勝チー
ムが加盟する地区に１枠増）が戦う。1990年から現行の名称となり、メットライフドームが舞台。

一部チームはプロ野球チームとの練習試合も行う！
野球界の発展のためプロ・アマの交流が盛んとなり、社会人チームもプロ野球チームのファーム
（2軍または3軍）と交流試合を行うことが多くなった。これは、社会人チームのレベルアップは
もちろんだが、プロの3軍、または2軍選手に実践の場を多く与えるという観点もあり、今後さ
らなる広がりを期待したい。

　実業団のスタッフは、高校球児をスカウトする際どのようなポイン
トを見ているのだろうか。東芝のスタッフは「伸びしろ（長所）、取り組
む姿勢などなどは必ずチェックしますし、長期的にみて戦力になるか
もチェックポイントのひとつ」と教えてくれた。さらに、高卒の選手育
成について「長所を伸ばし、目標達成に向けてのプロセスを大事にす
ることはもちろん社会人としての人間教育も欠かせません」という。

実業団のスカウトはこんな所を見ている！
CHECK POINT

　　　　　　　 社会人野球 5年以上も前の記事なのに、タイムリーWEBのアクセスランキングで
常に上位に入る相原雅也氏の“球速アップ講座”。大人気記事のコラボ企画第2回目は、

意外と間違えている人の多い正しい腕の使い方。目からうろこかもしれない。

1980年茨城県取手市生ま
れ。わずか数年のうちに自
身の球速を120キロから
145キロにアップさせた
経験から、正しい投球フォ
ームを啓蒙するモーション
セラピストとして活躍。強
豪校からも支持されている。

今回使用したホグレル ［お問い合わせ］

Tel:03-5970-7833
Fax:03-5970-7878
Mail:info@hogrel.com
URL:www.hogrel.com

Hogrel
事業部

強豪校も愛用するホグレルに、待望の月額レンタ
ルがスタートした！　右のマシンに、インナーサ
イS、ネバータイトハム、マルチスローを加えた
4つのホグレルをレンタルした場合、¥79,000
（税込）／月。相原氏の定期サポート付きだから、
しっかり効果を感じられるはず。

“月額レンタルもスタート！ 相原氏の定期サポート付き”

パワーを上手く球に伝えるにはコツがある

　投球と肩甲骨の密接な関係はよく知
られている。誰しも肩甲骨の可動域を
広げようと躍起にストレッチをしてい
るけれど、骨格を無視したやり方をし
ている人も多い。
　例えば、「肩甲骨を使って腕を回し
て」というと、肘を身体の後ろに引く
人が多いが、これは間違い。肩甲骨同
士が寄って、間の筋肉を固めてしまう
ので上手に動かなくなるのだ。
　肩甲骨を大きく動かすには、肩甲骨
が胸郭を覆うように位置しており、面

で動くという構造を理解して動かすこ
とが大切だ。つまり腕は肩より前に、
腕をまっすぐ前に伸ばした肩の高さか
らマイナス30～ 45度くらいの位置
で動かすのがよい。　
　また、「思いっきり投げて」というと、
同様のことが起こることがある。力め
ば力むほど、腕を身体の後ろに引いて
しまうのだ。
　緊張の大舞台でも、普段通り身体を
使えるように、肩甲骨と連動した腕の
使い方をマスターしておこう。

正しい腕の使い方第 2 回

ディッピングS
力を抜いて投げられる身体をつくる

忙しい高校生は……

ホグレルで
効率的にトレーニング！

より短時間で正しい腕の使い方をマスターしたい人にはホグレルが効果的だ。使い方はカンタン。
まずはマシンに腰掛けて骨盤をまっすぐな状態にキープ。グリップを握り、負荷を感じながら下
方向に押し、反動のパワーを利用しながら力を抜いて腕を上げる。この動作を繰り返すことで、
肩関節内旋を導き、無駄な力を抜いて投げられる身体をつくることができる。

ディッピングS
心地よい動的ストレッチで血液リンパの循環
を促しながら、肩甲骨周りの筋肉の柔軟性や、
伸張反射、回旋、SSCを高めることでパフォ
ーマンスアップが期待できるホグレル。また、
普段使われていない筋肉を刺激するため、パ
ワーの向上も期待できる。肩甲骨周辺のイン
ナーマッスルを柔軟にし、上腕と肩甲骨の連
動性を高める効果もある。

ホグレルは、自分で自分の身体の調子を整え身体に負担のかかりに
くい効率的な動作へ改善することを目的としたトレーニングです。

ホグレルで期待できる6つの運動効果

ホグレル利用時にこれらの要素が協調的に働き、
身体をほぐれた状態に導きます。

柔軟性
向上

動作
改善

神経伝達
促進

筋バランス
調整

関節可動域
調整

体幹
アプローチ

正しい腕回し

❶立位で腕を
肩より前に
出してスタート

❷前方
30～45度で
腕を回す

❸フォロースルー
動作として
両肘をつける

❹動きがつまる
所はないか
意識する

動画も
チェック！

動画も
チェック！
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　「アメリカの高校または大学の野球を見て
いると、日本の高校生のレベルの高さがわか
る。だからこそ、進路のひとつにアメリカで
野球を続けるという選択肢が当たり前になっ
てほしい」。こう語るのは、留学会社「アスリ
ートブランド」で学生のサポートを行う根本
真吾代表。根本代表いわく、アメリカの大学
への野球留学で得られるものは、野球のレベ
ルアップだけではない。
　「グローバルスタンダードが叫ばれる今、
英語を話せる人材はとても重宝される。もち
ろん野球でプロを目指す道もありますが、将
来へ向けて異なる選択肢も増えるんです」。
　つまり、異国の地での経験が野球以外の分
野でも活かせるのだ。
　では、米大学野球留学をするにはどうすれ
ばいいか。まず、留学会社に相談をして現地
でセレクションを受ける。合格すれば渡米に
向けて準備を進めることになる。またルート
としては2年制大学へ進み、学業、野球の両
面で実績を上げて4年制大学へ編入するとい
う流れがおすすめだ。ここで覚えていきたい
のは、アメリカの大学は少人数制であること。
知り合い経由で留学先を探してもらっても、
現地に行ったら入部を断られたというケース
もあるので、注意が必要だ。
　費用は、年間で100万～120万円と日本の
私大と大差はなく、努力次第で返済不要の奨
学金制度も受けられる。挑戦したい気持ちが
あるなら、勇気を持って踏み出そう。

海外野球留学へ向けた最初の関門
は現地でのセレクション。この場
を経験するだけでも価値はある。

で
新しい世界を体感しよう

海外で野球を続ける

海外留学までの流れ

新しい世界を体感しよう新しい世界を体感しよう
アメリカで野球をするなんて
プロの一流選手じゃなければ無理……。
そんな考えはもう古い！　今や高卒からアメリカの大学へ進み
大好きな野球を楽しんでいる先輩たちが多くいるのだ！

海外野球留学を決断したパイセンたちに当時の心境を直撃。
夢に向かって突き進む選手の生の声をお届け！

取材・文＝松野友克

特 集

野球のレベルアップだけでなく
就職面においても利点大

自分の実力を
野球の本場で試せる

スポーツ留学会社選びの6つのポイント
1．スポーツ留学の実績はどうか
2．就職実績はどうか
3.野球部入部は確約されるか

Q 1 . 海外留学で野球を続けた理由は？
Q 2 . 野球での海外留学へ向けどんな準備をした？
Q 3 . 海外野球留学での経験を将来どう活かしたい？

CHECK POINT

渡米（卒業年の3月～6月あたり）

入部合格後は、留学へ向けた手続き
及び英語の勉強

セレクションに参加、
または動画を送り、受け入れ調査をする

留学会社で説明を受ける

留学会社によっては、「超有名大学にいける」と大風呂敷を広げる所があります。
しかし、アメリカの大学野球部は行けば入れるものではありませんので、十分に注意が必要です。

www.athlete-brand.com
TEL.03-3230-0036（代表）

お問い合わせ先アメリカ野球留学はアスリートブランドで! 
高校野球部向けの無料説明会も実施中 

1本気で野球をやるなら、環境
が整うアメリカが得られるもの
が多いと思いました。

2英語の勉強はもちろんですが、
野球のトレーニングについても
見直しました。

3 野球はもちろん、勉強も頑
張っているので、最大限自分の
力を伸ばしたい。

内田鼓太郎パイセン
（埼玉・松山高卒）

1海外で、自分がやってきた野
球が通用するか試したかったか
らです。

2野球では走り込みや投げ込み
などを行いました。あとは貯金
もしました。

3目標はメジャーリーガーなの
で、そこにたどり着くために頑
張りたいです。

北尾太人パイセン
（岐阜城北高卒）

1大学で野球を続けるなら、異
国で違う文化に触れながらプ
レーをしてみたいと思いました。

2英語、野球トレーニングは必
須。あとは、日本と留学先の文
化を勉強しました。

3留学を通して英語を学び英語
を活かせるようなことをしてい
きたいです。

菅沼 駿一朗パイセン
（木更津高卒）

1今までと異なる環境で野球を
続けること興味があり、英語も
勉強したかったので。

2トレーニングの見直しもしま
したが、一番は英語の勉強に力
を注ぎました。

3日本にいたら就職しにくい企
業に就職し、世界に向けて働き
たいと思います。

西澤公哉パイセン
（日本文理高卒）

1海外に興味を持っていたので、
一時は諦めかけましたが、いい
チャンスをいただけました。

2練習面では海外で活躍するた
めの体作りに重点をおきました。
英語の勉強も頑張りました。

3 留学で培ったコミュニケー
ション能力と英語力で海外でも
活躍できる仕事に就きたいです。

鈴木開斗パイセン
（関東学院高卒）

1 1つ上に野球留学をした先輩
がいて、自分も本場アメリカで、
プレーをしたいと思いました。

2野球の練習を1から見直しま
した。勉強も力を入れなければ
ならないので、頑張りました。

3今は、とにかく自分の技術を
上げたいという一心で頑張って
います。

安藤歩夢パイセン
（日大山形高卒）

1アメリカ野球の技術や評価基
準を把握したうえで、メジャー
リーガーになりたいので。

2勉強ができないと試合にも出
場できないと聞いたので、学業
に励んでいました。

3結果を出すことでスカウトに
も注目してもらえるので、技術
向上に役立てたいです。

葛西孝聡パイセン
（青森山田高卒）

1自分の夢を叶えるためには、
アメリカで野球を続けることが
必要だと思ったからです。

2勉強と野球の両立が必要なの
で英語はもちろん、他の科目も
必死になって勉強しました。

3コミュニケーション力を磨き、
多くの価値観とスキルを身につ
け、自分の夢に役立てたいです。

横山廉パイセン
（愛知産業大学三河高卒）

1多人種のアメリカで野球や生
活をすることにより広い視野や
価値観が持てると思いました。

2ウェイトトレーニングで体を
鍛え、英会話教室に通うなど準
備を続けました。

3野球留学で得られる経験を活
かし世界で活躍できるよう、自
分の可能性を広げたいです。

岡本力樹パイセン
（土佐塾高卒）

米大学野球留学
パイセンたち

4.先輩留学生たちのネットワークはあるか
5.日本人留学生が多すぎないか
6.英語ができない場合は部活ができるのか
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――福岡・西日本短大付出身の大曲投手。高
校時代はどんな選手だったのですか？
右のサイドスローで、背番号は10。チーム
では２、３番手の投手でした。サイドでの最
高球速は１３８キロだったと思います。
――そんな選手が準硬式とはいえ、なぜ１５
４キロも出せるようになったのでしょうか？
理由は２つ考えられます。一つはサイドから
オーバースローに投げ方を戻したこと。中学
時代は硬式で投手兼内野手。高校時代にチー
ム事情でサイドにしましたが、大学では球速
を上げたかったので戻しました。もう一つの
理由は、オーバーにしたことでフォームを１
から見直すことができたからです。体重移動
や、左手の使い方にもこだわりました。
――左手の使い方、具体的には？
サイドの時は横に出して体に巻く感じでした
が、自分の体のほうに引くようにしました。
グローブ（左手）に対して、自分が向かって
いく感じです。
――そもそも、なぜ硬式ではなく、準硬式野
球部に入ったのですか？
高校野球を引退したとき、自分のレベルでは
強打者がそろう大学の硬式野球は通用しない
と思っていました。そのことを高校の西村慎
太郎監督（西日本短大付から2020年春より
福大若葉監督）に話したら、母校の福大準硬
式野球部を勧めてくれたんです。西短の先輩
もいたのでいろいろ聞いてみたら「高校より
も練習は厳しくないし、大丈夫だよ」と言わ
れて。野球を辞めたくない気持ちもあったの
で、準硬式という道に進もうと思いました。

導者に言われたとおりにやって終わっていま
した。それが、大学ではアドバイスを受けた
あと、なんでそうしないといけないのかを自
分でもっと深く考えるようになりました。練
習時間は長くないので、考える時間がいっぱ
いできたことがよかったです。
――他に準硬式を選んで良かったことは？
試合で場数を踏ませてもらったことですね。
高校時代は試合に出られなかったので。投げ
ながらいろいろ覚えていけたのがよかったで
す。全日本選手権にも２回行けました。
――今の夢はなんですか？

プロ野球選手になることです。まっすぐだけ
じゃ抑えられないと思うので、今は縦変化す
るスプリットなども強化しています。（コロ
ナウイルス感染拡大で）リーグ戦が途中で中
止になりましたが、自主トレーニングを続け
ながら硬式の球で投球練習もしています。
――高校生へメッセージをお願いします。
コロナ禍で甲子園が目指せなくなり、目標が
なくてつらいと思いますが、本当に野球が好
きなら大学で野球は続けてほしいですね。準
硬式は硬式にはないいろいろな可能性が詰ま
っているのでおススメです！

大学でオーバースローに戻し、
球速が16キロアップ

準硬は考える時間があり、
場数も踏める

夢はプロ野球選手。高校時
代は諦めたが、準硬式で才
能が開花。夢を再び目指す。

プロ注目の準硬式速球王へ。
選んだ道は間違っていなかった

逆境で頑張る球児の強い味方
ポカリスエットでしっかり水分補給しよう！

Ren Omagari

SPEC IAL  INTERVIEW

（福岡大学・投手・４年）

高校時代は２、３番手だった大曲投手。準硬式で才能を開花させ、
今秋のドラフト候補として注目される存在になりました。
準硬式では前例のない最速１５４キロを計測。
なぜこれほどまでに進化できたのかをインタビューしました。
取材・文＝樫本ゆき　撮影＝川﨑賢大

特 集

＊取材は大学広報部の指示に従って感染予防に努め、十分な距離をとって撮影。談話は電話取材で行いました。

SCHOOL DATA

福岡大学
●監督／藤野 等　●部長／堺 雅志
●部員数（４年＝18人、３年18人、２
年＝20人、１年＝27人、女子マネ＝4人
1950年九州六大学準硬式連盟加入。
全国大会59回出場（優勝６回、準優
勝６回。2014年に福岡市西区に硬式
野球部共用の専用球場が完成。練習は
火～金曜が授業の合間にグラウンドで
練習。土日がリーグ戦。火、木曜が朝
７時から朝練習（約２時間）。休みは
月曜。現在はコロナウイルス感染拡大
のため自主練期間。８月の全国大会（大
阪）に向けて準備をしている。
http://www.fukudai-j.net/

1998年5月21日生まれ。福岡県出身。
179ｃｍ、79㎏。右投右打。小３のと
き「柳川昭代ドリームズ」で軟式野球を
始め、昭代中では硬式の「佐賀藤本ベー
スボールクラブ」に入団。投手兼内野手。
西日本短大付では１年秋に内野手でベン
チ入り、２年秋に投手。３年春の九州大
会準優勝を果たす。福岡大準硬式野球部
では１年夏から主戦で投げ、奪三振のタ
イトルなどを受賞。３年夏に２年連続で
全日本大会出場。今春リーグ戦ではプロ
９球団が視察した。背番号18。

Ren Omagari

SPEC IAL  INTERVIEW

（福岡大学・投手・４年）

大曲 錬
――ボールが違いますが、どうでしたか？
１カ月で慣れました。準硬の球は「ひっか
く」「つぶす」という感じ。投げてみると、
伸びやキレが出にくいこともわかりました。
オーバーハンドへの模索もしながら、試行錯
誤の毎日でしたね。自分でいろいろと考える
ようになったことがよかったです。
――どういうことですか？
高校時代までは、やらされている感じで、指

PROFILE
For Dream...

野球をやめようと
思ったことはありますか？

A, あります！　高校時代は野球が嫌になったことも。
でもやめるのは寂しいなと思って準硬に入った。
今は楽しいです！

Q,

準硬式の
魅力って何ですか？

A, 福大の場合は、自分で考える時間がたくさんある
こと。その考えを尊重してもらえること。場数を多
く踏めることですね。

Q,

野球をあきらめなかった
理由は？

A, 野球が好き。単純にそれだけです！

Q,

部活は現在休止中だが、夢は諦めない。
前向きな気持ちで、毎日自主練習を行っている。

ポカリスエットは水分だけでなく、汗
で失われたナトリウムやカリウムなど
の電解質が含まれているため、飲めば
体内の水分バランスを整えることがで
きる。ポカリスエットで身体の中の電
解質バランスを整え、暑い夏も乗り切
れるコンディショニングを保とう。

「家族の知り合いで野球に詳しい方がいて。その方の助言がマッチして、ここまで変わることができたんです」。周りの人への感謝を口にした。
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スポーツトレーナーを養成する専門
学校や大学の体育系学部を卒業して
資格を取得する、もしくは柔道整復
師や鍼灸師、理学療法士などを養成
する学校を卒業して国家資格を取得
するなど２パターンがある。実績と
人脈も大きなポイントだ。

プレーする上で欠かせない用具をつくるプロフェッショナル。就職先は大手ス
ポーツメーカーや町のスポーツ用品店などで、修理を専門にしている業者もあ
る。ひとつひとつ手作業で行うため手先が器用な人に向いている。

打率は「打率=安打÷打数」で表すが、このようなデータを細かく分析し、統
計学的に選手を評価したりチームの戦略を考える手法をセイバーメトリクスと
言う。これを専門に分析活動に取り組む職業がスポーツアナリストだ。

好みや用途、1人ひとりのスキルに合わせたスポーツ用品選びをサポートする。
豊富な商品・スポーツに関する知識が必要なので高校野球経験者は有利。ニー
ズを引き出したり上手に説明するコミュニケーション能力も大切。

特 集

野球にまつわる
高校卒業後もまだまだ野球とつながっていたいけど、どんな進路に進もうか迷っている、
そんな球児に向けて、たくさんある職業の中から野球にまつわる仕事をピックアップした。
みんなの希望が叶うような職業に出会えることを願っている。
取材・文=村上 幸

新聞社や出版社、編集プロダクショ
ンなどに所属している記者、所属を
持たず個人で活動しているフリーラ
イターなどが現場で活躍。経験を積
み、人脈を作るためにもまずは会社
に就職することがおすすめ。

企画職（ディレクター、プロデュー
サーなど）の場合、アイディアを出
し市場調査して企画をねり、システ
ムやストーリーを考え、プログラム
や音楽を埋め込む……など作品完成
まで数年かかることも。

記者
� le.2

球団職員
� le.10

スポーツメーカー
� le.8

ゲームクリエイター
� le.4

資格も学歴も必要なく誰でも簡単に
なれるYouTuberだが成功するのは
ひと握り。高いレベルで野球漬けの
毎日を送り、培った知識、身に着け
た練習法を披露するなど、再生回数
を増やす工夫は欠かせない。

通訳として幅広い経験を得てから企
業通訳やフリーランスで活動し、ス
ポーツ団体に就職する。野球の専門
知識と経験が必要で、通訳する人の
考えを正確に捉え、細かいニュアン
スも的確に伝えなければならない。

天候に合わせてグラウンドの土を硬
くしたり、柔らかく仕上げたり微調
整するテクが必要だが、野球経験者
なら容易にできる。就職先は競技場
によって委託を受けた専門業者、各
球団、国や自治体などさまざま。

野球YouTuber
� le.3

通訳
� le.9

グランドキーパー
� le.5

スポーツトレーナー
� le.1

ギア職人
� le.12

スポーツアナリスト（データ分析）
� le.7

スポーツショップ店員
� le.6

プロの世界を間近で感じられる

チームとファンをつなぐ裏方

幅広い職種から選べる

好きをとことん追求できる

選手を支える精神的支柱

好プレーを生み出す最大のサポーター

統計学的に野球をみる

話し好きにはぴったり

目指せWEB界の有名人

テレビ局やラジオ局の社員として勤
務する人とフリーで活動する人の2
パターンある。野球の実況を行うア
ナウンサーは、正確な情報を伝える
べく、記者と同様に事前に選手や監
督に取材を重ね本番にのぞむ。

アナウンサー
� le.11

ワクワクに立ち会える

唯一無二のパートナー

選手からの信頼もあつい！

番記者はシーズン中、試合開始の4時間前
に球場入りして練習から試合終了まで野
球観戦ができます。醍醐味は試合でヒー
ローになった選手への取材！　現場の高
揚感がたまりません。

現場の声
野球の仕事できるぞと思っていたら、別
の競技の用具を扱ったり野球と関係ない
小売店に営業したりで約20年。諦めず
様々な経験を培い働き続けていたら、数
年前に野球の部署への異動が叶いました。

現場の声

スポーツトレーナーを募集しているプロ
野球チームはほぼ皆無でしたが、諦めず
毎年秋頃に個性的な自己PR（履歴書）を
12球団に送っていたところある球団担当
者の目にとまり採用されました。

現場の声

野球にまつわる統計学の世界に引き込ま
れ自社を設立。シーズン中は細かい作業に
追われますがプロチームからの依頼も増
加中。数学や物理が好きな方におすすめ
（（株）DELTA代表取締役・岡田友輔）。

現場の声

広報・PRを担当。私は元選手ですが同じ
部署にはPR会社からの転職組もいます。
シーズン中はチームに帯同しマスコミ対
応がメインになります。細かい気配りが
できる人に向いています。

現場の声現場の声

現場の声
野球部監督の紹介で入社。人とのつながり
を大切にしながら約20年間勤めています。
営業先の高校が甲子園に初出場した時は
この仕事を選んでよかったと達成感に包
まれました（オガワスポーツ・営業担当）。

現場の声
販売店に勤務していましたが、より細か
い作業がしたくなりグローブを修理する
会社へ転職。1週間で10 ～ 15個のグロ
ーブを修理するので丁寧な作業に加えス
ピードも重視される仕事です。

野球にまつわる
ずっーーーーと関わっていたい君へ

営業、広報、生産管理、マーケティ
ング、人事、研究開発など10種類
以上の職種がある。プロ選手の近く
で働けると思っていたら内勤に配属
されることもあるがほとんどの日系
企業では数年ごとに部署移動がある。

スカウト、打撃投手などを務める職
員は元プロ選手が多いが、スケジュ
ールに合わせて準備や手配を行う部
門、チケット販売やイベントの企画・
実行する部門など定期採用を行う球
団もある。採用枠は少なく狭き門。

お仕事図鑑

1716



2120



不要になったグラブを買取り、キレイに修理&修繕して、
野球をしたい人に安価で販売するRe-Birthのリサイクルシステムが面白い。
一般的な中古買取店と異なるのは、利益のみを追いかけるのではなく、
野球を愛する人たちが野球文化発展のために行っている活動だという点。

グラブに宿る「野球の神様」に失礼のないよう、職人たちが丁寧に仕事をしてくれる。
そんな注目のサスティナブルサービスを体験してみた。

使っていないグラブを高品質で低
価格のグラブに生まれ変わらせる
ことで、一人でも多くの子どもた
ちに野球を始めて（続けて）欲し
いと考えています。あなたの大切
なグラブを次世代のプレイヤーに
繋いでいきます。

匿名のLINEでカ
ンタン買取査定。
営業時間内であれ
ば最短30分で概
算査定金額をご提
示します。

野球グローブの修
理やグローブ・ユ
ニフォームの保存
加工など、野球用
品を新しいカタチ
に再生いたします。

グラブの買
取

修理・リメイ
ク野球用品とグローブのリメイク専門店

サービスについてのご不明点はこちらにお問い合わせください。
営業時間：11時～18時
（土日祝定休日）03-6281-8783

めちゃ使い込んだグラブを
Re-Birthに
買い取ってもらったら…

リバ ース 2  宅配キットを送付
弊社より商品を発送いただくための宅配キットを郵送させて
いただきます。お手元に届きましたら、商品と必要書類を併
せて発送ください（お客様の送料は無料です）。

LINEでカンタン査定
1  LINEで買取金額を無料査定
下のQRコードから「Re-Birthグローブ買取査定」を友達に
追加してください。弊社担当者の案内に従って必要情報を
入力いただくことで買取金額を査定させていただきますので、
ご提示金額をご確認ください。
※査定は、原則1営業日以内の返信となります。営業時間外の場合は翌営業
日にご連絡させていただきます。　※査定は、無料です。

3  お客様が商品発送後、1営業日以内に入金
お客様が商品を弊社に発送された後に発送完了のご連絡を
頂ければ、弊社に商品が到着前でもご入金いたします。
※商品到着後、画像との大きな違いが発生した場合は、
商品到着後にご連絡させて頂く場合がございます。

お友達登録はこちら➡➡➡

今回の主人公は帝京大学3
年生、準硬式野球部でセン
ターを守る斎木駿也くん。

そんな大事なものを手放してもいいの？

いまは使ってないの？

これはシニア時代、ピッチャー
から内野にコンバートされた
とき、父が買ってくれた大事な
ものなんです。高校から外野
になったので、いまでは遊びで
キャッチボールをするときくら
いしか使っていませんでした。

使わないで置いておくよりは、
必要な人に使ってもらうほう
がグラブも嬉しいかなと思っ
たんです。野球好きな人た
ちがやっている野球専門の
リサイクルサービスと聞い
て気持ちが決まりました。

新品の内側部分を入
れ戻し、ヘリ革、ムー
トンを張り替えて（状
態によって行わない
場合もある）……

※シニア時代の斎木くん

※現在の斎木くん

Re-Birthの社長、
米沢谷さん
（甲子園出場経験あり）

わたしたちにお任せください！
これならそうだな、
4,800円で
買取させていただけ
ないでしょうか？

え！ そんなに高く
買い取ってもらえるんですか!?　
ありがとうございます!!

グ
ラ
ブ
の
リ
サ
イ
ク
ル
サ
ー
ビ
ス
が

あ
る
こ
と
を
初
め
て
知
り
、

家
に
ず
っ
と
寝
か
し
て
あ
っ
た

こ
の
グ
ラ
ブ
を
売
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

グラブの紐やヘリ
革を外して芯材を
抜いて、内側の革
と外側の革に分け
ていきます。

内側の革を、指袋、
ヒラ裏などパーツご
とに分解し、新しい
革で同じ形のパー
ツをつくっていきま
す。（この部分をま
るっと交換するので、
内側の刺繍はOK）

もともとの縫い目に合わせ
て縫製しグラブ全体をクリー
ニング&保湿したら……

すごい!!　
めちゃくちゃキレイ！　
こんなにキレイに
してもらえて、
グラブも喜んで
いるように感じます。
ありがとうございました！

完成！

今回お願いするグラブはこちらです。
古いし、刺繍も入っちゃっているんですが……

大丈夫でしょうか？

ボロ
ッ

意外にも胸
アツ!!

https://www.re-birth.jp　  info@re-birth.jp

西尾マンが発掘する

取材・文・写真＝西尾典文

久しぶりに復活した 『 Who's NEXT! 』 は、アマチュア
野球ウォッチャーとして活躍している西尾マンが注目選手
を選出して紹介するぞ。今回は、夏の全国高校野球大会が
開催されていたら活躍していただろう選手をピックアップ
した。大学進学を希望している４人から目を離すな。

アマチュア野球を中心に、年間約300試合を取材するスポーツ
ライター。大学まで選手としてプレーしたあと、筑波大学大学院
で野球に動作解析について研究した経歴を持つ。

西尾マン
とは……

選手の詳しい情報は
『Timely！WEB』にアクセス！ ⇒ 

好きなテレビ番組

しゃべくり007

vol.12

埼玉県内では指折りの長打力を誇る右
のスラッガー。高校生離れしたたくま
しい体格で、軽く振っているようでも
飛距離が出る。上手く力を抜いて軽打
ができるのも特長だ。持ち味の長打力
をこの先も伸ばしてもらいたい。

打席での
雰囲気

守備

走力

ミート

パワー

プレー
の形

守備

走力

ミート

パワー

3年 左翼手武南（埼玉） 
●右投右打
●184㎝・88㎏
●足／28.5㎝
●50m走／6.2秒
●遠投／90m
●花栗コンドルズ→草加ボーイズ

3年 外野手札幌大谷（北海道） 
●右投左打
●183㎝・85㎏
●足／27.5㎝
●50m走／6.0秒
●遠投／92m
●東札幌ジャイアンツ→札幌北シニア

鉄壁なる
万能職人

3年 遊撃手愛知黎明（愛知） 
●右投左打
●179㎝・68㎏
●足／27.5㎝
●50m走／6.2秒
●遠投／93m
●木曽川JBC→愛知西リトルシニア

3年 投手近大新宮（和歌山） 
●右投右打
●174㎝・74.5㎏
●足／28.5㎝
●50m走／6.9秒
●遠投／80m
●加悦フレンズ→京都丹後リトルシニア

川口 朝光
Asahi Kawaguchi

快投乱麻の
サイドスロー

安定感

変化球

スタミナ

スピード

コントロール

疾走する
神速ボーイ

加速の
良さ

守備

走力

ミート

パワー

よく見る動画

森友哉選手
（埼玉西武ライオンズ）の
バッティング動画

加藤 匡悟
kyougo Kato

大宮 蒼大
Souta Oomiya

佐野 翔騎郎 
Shoukirou Sano

憧れの選手

吉田輝星投手
（北海道日本ハムファイターズ）

好きな応援曲

SHOW TIME

下級生の時からレギュラーを奪取し神宮
大会、春の選抜にも出場。下位打線なが
ら抜群のスピードでチャンスを演出し
た。トップスピードになるまでが速く、
一塁到達タイムは全国上位。新チームで
は中軸を任され力強さも出てきた。

好きなマンガ

MAJOR

得意な教科

日本史・
倫理

武州の
パワフルスラッガー

旧チームからエースで、県内では屈指
の実力を誇る右腕。球速は130キロ台
中盤だがリリースが安定しており、低
めにボールを集める。緩いカーブで緩
急をつけられるのも長所。球威が出て
くれば上のレベルでも楽しみな存在だ。

特技

絵を
描くこと

好きな歌手

GReeeeN

将来の夢

消防士

特技

どこでも
寝られること

好きなチーム

中日ドラゴンズ

オフの過ごし方

休養して外食する

三拍子揃った愛知でも指折りのショー
トストップ。攻守ともにプレーの形が
良く、特に捕球から送球までの流れが
スムーズで光るものがある。旧チーム
からトップバッターを任されており、
ミート力と脚力の高さも非凡だ。
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❶

終盤の“サウスポー”が
チームに一体感を生む

新型コロナウイルスのため止まっていた日常
が、少しずつ戻ってきた。今回は首都圏に先駆
けていち早く部活を再開した地方の名門吹奏楽
部へ。前向きに頑張るみんなを取材したよ。

ウサダーが直撃取材！

　ウサダーが訪れたのは、強豪野球部を持つ岡山学芸館高校。吹奏楽部も超名門で、部員
数は136名（１年生47名、２年生43名、３年生46名）。吹奏楽部員の甲子園といわれる全
日本吹奏楽コンクールでは、昨年まで３年連続金賞を獲っているんだ。部員の中には、野
球部と同じように越境してくる子も多くいて、部長の菱沼直さんは、埼玉県から来たという
からビックリしちゃった！　全国大会の演奏を聴いて、この学校に決めたんだって。
　吹奏楽部のみんなは、何よりも「よい音楽」を作ることを大切にしている。今年は甲子
園と同様、全日本吹奏楽コンクールもコロナで中止になってしまったけれど、時間があるい
まこそ、原点である「よい音楽」を見つめ直しているんだって。野球部の応援について顧
問の中川先生は「盛り上がって演奏する楽しさを、野球の応援を通じて教えてもらってい
ます」と語ってくれたよ。
　学芸館といえば「サウスポー」が有名なのは知っているかな？　試合終盤になると、エ
ンドレスで演奏される曲なんだ。応援団からも「サウスポーが流れるとチームの“一体感”が
生まれる」と大人気！　去年の岡山県大会１回戦では、優勝候補のおかやま山陽と対戦し
たんだけど、９回２アウト１点ビハインドの場面で流れていたのがサウスポーだった。みん
な一丸となって応援した結果、見事サヨナラ勝ちして大盛り上がりしたんだって。サウスポ
ーは選手の背中を押す曲でもあるんだね。
　ちなみにその大会で、学芸館は優勝して甲子園へ。吹奏楽部も「応援団優秀校」に選ば
れたんだよ。炎天下での演奏は暑くて大変だったけど、保護者のみなさんや演奏していな
い部員たちが、お茶を配ったりうちわであおいだりしてサポートしてくれたんだって。また
野球部と吹奏楽部が一緒に戦う、熱い夏が来るのが待ち通しいよ。

❸

❹

❷

❶ライフガードを飲みながら談
笑中。❷顧問の中川先生は、いつ
も優しくて生徒思い。みんな先
生が大好きなんだって。❸ライ
フガードを持ってニコリ。❹今
はみんなで集まって演奏できる
ことが一番うれしいね。

岡山学芸館高校・吹奏楽部
新型コロナウイルスのため止まっていた日常
が、少しずつ戻ってきた。今回は首都圏に先駆
けていち早く部活を再開した地方の名門吹奏楽

今回の
取材先

演奏動画も見られるぞ！
Timely! WEBも
チェック！
岡山学芸館・吹奏楽部の取材の
様子は、タイムリ
ーWEBでも掲載
中！QRコードを
読み込んでチェ
ックしてみてね。

終盤の“サウスポー”が

ウサダーが直撃取材

ライフガードを飲んでパワーチャージ！

ウサダーが直撃取材

インタビューに答えてくれたのは２
年生の小野田友結さん（右）、波山
結菜さん（中）、前田柚歌さん（左）。

※撮影のため集合していますが、現在は一定の距離を保って練習をおこなっています。

インタビューに答えてくれたのは２インタビューに答えてくれたのは２

野球部との一体感はどこにも負けません

43324 433
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