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・関大野球部を一緒に応援しません
か？
・春季リーグ戦開幕！
・オフシーズンの流れ
・野球部ファン作り
・Instagram を開設しました！
・編集後記

～関西学生野球連盟 NO.1 と呼び声が高い応援団と～

関大野球部を一緒に応援しませんか？
近年、関大野球部はリーグ戦時のスタンドからの応援に力を入れています。勝っている時、負けている時、どんな時であ
ってもグラウンドで戦っている選手の一番の味方はスタンドから声援を送るチームメイト、関係者の皆さまです。応援は大き
な力となり、勝利へ導いてくれることでしょう。
そこで、関大野球部勝利のためには皆さまの応援が必要です。私たち関大野球部と春季リーグ戦優勝、「全国制覇」を目
指し、球場で共に応援しましょう！

球 場 紹 介
「応援に行こう！」と思われても、そもそも大学野球の応援とはどのようなものか、ご存知ない方も多いかと思います。そ
こで今回は、特に応援が盛り上がる球場をピックアップして、球場と応援の様子を紹介します。名だたる球場で開催されて
いるリーグ戦に、ぜひ足をお運びください！
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都で一緒に盛り上げませんか？

今年、関大野球部の応援を率いるのは藤木康。関西大学応援団と協力し、新たな応援
歌を制作するなど、精力的に応援を盛り上げようとしてくれています！関大野球部愛が溢
れる藤木康に、応援に対する強い気持ちを聞いてみました。
チームで「全国制覇」を目指すとともに応援でも日本一を目標としています！入部
してからの 3 年間で年々、応援が素晴らしくなってきたと感じています。今年の応援は
関大野球部史上 NO.1 です。日本一の応援団になるには、皆様の力が必要です。全
員が一つとなり、本気で応援することにより選手に力が伝わると思います。
「全国制覇」を達成するために、ぜひ球場に足をお運びいただき、一緒に学歌を歌
いましょう！必ず、野球でも応援でも日本一になります！

グラウンドだけでなく、盛り上がるスタンドの応援席に大注目間違いなし！

冬季強化合宿、キャンプ、オープン戦を終え、いよいよ春季リーグ戦の開幕です。１９９５年以来となる 24 年
ぶりの春季リーグ戦優勝、その先の関大野球部の絶対目標である「全国制覇」を目指します。冬を越え、選手た
ちは大きく成長しました。ぜひ球場にて熱い声援のほどよろしくお願いいたします！
春季リーグ戦に向けての意気込みを、野球部で一番熱い男、主将・松島恒に聞いてみました。
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11 月 17 日に初のチャレンジリーグ優勝を飾ってから、関大野球部はオフシーズンに入りました。新体制となった選手
たちは「一丸突破」をスローガンに掲げ、春季リーグ戦に向けて着々と実力を蓄えています。今回は、普段見ることができ
ないオフシーズンの流れを紹介します！

～野球部納会～
12 月 5 日に 1 年間の締めくくりとしてたくさんの
方々をお招きし、納会を行いました。2018 年度チームを牽引した 4
年生や公式戦表彰選手、新幹部が登壇し、それぞれ感謝の言葉やこれからの抱負を
述べました。また、来賓の皆さまから激励のお言葉をいただき、選手たちは「全国制覇」
への思いをさらに強くしたように見えました。さらに、引退した 4 年生とも約 1 ヶ月半ぶ
りに顔を合わせ、和やかに談笑している姿が多く見受けられました！

納会の様子

～2019 年 練習開始～
垂水神社で必勝祈願を行い、2019 年の練習が
始まりました！新年のミーティングでは、今年こそ「全国制覇」と
いう絶対目標を達成すべく、チーム一丸となって戦おうという決意を新たにしま
した。その後の練習はより活気があふれていたように思います！

～冬季強化合宿～

新チーム集合写真

1 月 31 日から 2 月 2 日まで「人格の向上」を目指し、冬季強化合宿を行いまし
た。関西大学高槻キャンパスにあるセミナーハウス高岳館にて、毎年実施してい
る冬季強化合宿。リーグ戦の応援に駆けつけてくださる関西大学応援団リーダー
部の方々によるお話と学歌指導、関大野球部 OB で審判をされている尾崎氏、元
プロ野球選手の大島氏のご講演は学びも多く、自分自身を見つめ直す良い機会
となりました。また、小田コーチ、マネージャーが作成した野球やマナーについて
のテストを行い、普段とは異なる視点から学びを深めました。

座学の様子

～春季キャンプ～
3 月 1 日から 3 月 12 日まで春季キャンプを行いました。1965 年から始まった安芸市営球
場での春季キャンプは今年で 54 年目を迎えました。この球場は阪神タイガースのキャンプ地でもあります。関大野球部
OB であり、阪神タイガース元監督の故村山実氏（昭和 30 年入学）のご尽力があり、この地でキャンプをすることができて
います。野球に没頭できる 12 日間ということもあり、選手たちは、さらに気合が入っていたように感じました。そんな春季
キャンプの様子を写真と共に紹介します！
安芸市営球場
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昼食の様子
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夜間練習の様子

宿舎の様子

関大野球部の石碑
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昨年から、豊津中学校野球部に関大野球部から臨時コーチと
して、定期的に指導を行っています。野球技術だけでなく、ノック時
の声出しなど、野球を行う上で大切なことを教えています。
選手たちにとっても、中学生と共に練習することで、初心に戻
る良い機会になっていると感じています！また、教えることにより
新たな発見ができているのではないでしょうか。

関西大学で開催されたまち FUN まつり。野球部では、打撃・投球指
導教室と忍者教室を行いました。2～11 歳と幅広い年齢の子どもたち
が参加してくれました。この機会で野球や関大野球部を身近に
感じてくれた子がいたら嬉しいです！

関西大学が地域貢献として行っており野球部からは２年生が参加しま
した。大和川を清掃することで、清々しい気分になりました！日頃、充実
した環境で活動していることに感謝し、清掃の精神を重んじ、きれいな環
境で練習に取り組みます。

今 後 も地 域 に貢 献 できる活 動 を続 けていきたいと思 います！

1 月 6 日より、関大野球部 Instagram をはじめました！
ブログではお届けできなかったオフショットや選手へのインタビュー等、関
大野球部の実態をリアルタイムでお伝えしています。これまでに冬季合宿

や春季キャンプ、関大一般入試などの連載企画をしており、今後も行事に
合わせた連載企画をたくさん用意しています。
また、ストーリーズ機能を使い、練習風景等も更新して
いますのでぜひフォローをお願いします！
URL: https://www.instagram.com/kaisers_baseball/
Follow us！

Instagram の様子

今回の奪首✕Dash 第 34 号はいかがでしたか？
「一丸突破」をスローガンに掲げ始動した今年のチームは、合宿やキャ
ンプ・オープン戦を経て、さらに結束を強めてきました。
24 年ぶりの春季リーグ戦優勝、絶対目標である「全国制覇」を目指し、
部員一同精進してまいります。今季は野球だけでなく、応援もグレードアッ
プしております。ぜひ球場に足をお運びいただき、私たちと一緒に応援し
左から マネージャー 須田海月（社 2・東海大仰星）、
ましょう！本年度も温かいご声援よろしくお願いします！
松田知代理（政策 2・聖カタリナ学園）

