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TOPICS
・明治神宮大会準優勝お祝いの会を開催！
・2020 年度チームスローガン決定！
・春季リーグ戦開幕！
・大島鎌吉賞を受賞
・冬季合宿
・特別企画！ 「KAISERS」ってな～んだ？
・新 SF 入学生のご紹介
・冬の風物詩 野球教室
・編集後記

会の最初の整列の様子

1 月 19 日、新阪急ホテルにて、関西大学野球倶
楽部主催のもと、明治神宮大会準優勝お祝いの会
を開催しました。
式には芝井学長、池内理事長、寺内校友会長、体
育 OB・OG 会佐藤会長をはじめ、多くの大学関係
者、また、100 名を超える野球部 OB・OG の方々
にご出席いただきました。
応援団第 98 代団長・森岡豪さん

関西大学応援団リーダー部、バトン・チアリーダー部、吹奏楽
部の方々も駆けつけてくださり、演舞演奏を披露してください
ました。神宮大会で野球部を準優勝に導いた応援を間近で見
ることができ、会場は大きな盛り上がりを見せました。
また、仲間と久しぶりに再会し、会話に花を咲かせる OB・
OG の方々や、現役部員が OB・OG の方々と交流する様子も
見られました。
氷細工を用意していただきました！

神宮大会出場に際しましては、OB・OG の方々及び
大学関係者の方々から多くのご支援、ご協力をいただ
き誠にありがとうございました。さらにはこのような素
晴らしい会を開いていただき、多くの人に見守ってい
ただいていることを実感しました。
新チームとなり関大野球部の躍進は続きますが、こ
れからもご支援、ご声援のほどよろしくお願いいたし
ます。
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～頂への皆心撃～

今年度のスローガンが「共創〜頂への皆心撃〜」に決定しました！
これには昨年のように一丸となることのできるチーム、また昨年を超える、より強いチームをみんなで
共に創りたいという思いが込められています。
グラウンドではスローガンが記されている横断幕を掲げ、練習を行います！

節 日付

4 月 4 日（土）に令和 2 年度春季リーグ戦が開幕します！開会式
は同日の 9 時 30 分よりわかさスタジアム京都にて行われます。
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開幕戦は同志社大学との対戦です。昨年は春・秋ともに 3 回戦ま
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で持ち越され、苦しい試合を強いられた相手です。
しかし、冬季の厳しい練習を経て着実に力をつけるとともに、絆
を深めてきた新チーム。1995 年以来、春季はリーグ優勝から遠の
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しております！

『主将の意気込み』
～リーグ優勝にむけて～
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対戦相手
同志社大学

京都大学

立命館大学

月・祝 未定
関西学院大学

球場
わかさ
スタジアム京都
ほっともっと
フィールド神戸
ほっともっと
フィールド神戸
甲子園
南港中央

近畿大学

わかさ
スタジアム京都

昨秋、神宮大会で準優勝という結果を残したものの、春季リーグ
では長年優勝から遠ざかっています。この春は 25 年ぶりのリーグ
優勝、さらには関大野球部の絶対目標である全国制覇を目指し、ベ
ンチ、スタンドが一体となって戦っていきますので、応援のほどよろ

主将・吉川周佑(経 4・土佐)

しくお願いします！

「関西大学体育振興大島鎌吉スポーツ文化賞」
陸上三段跳びでロサンゼルス五輪（1932 年）銅メダルを獲得するなど、スポ
ーツ界において世界的に活躍した本学 OB の故大島鎌吉氏の偉業を偲び、本学
が 1988 年に創設した文化表彰制度です。
野球部は、昨年の明治神宮大会での準優勝が功績として認められ、この度団体
として本賞を受賞しました。また個人として、山口高志アドバイザリースタッフ
（1969 年度入学）が、広く社会的にスポーツ文化の発展に貢献し、顕著な実績
を残したとして、本賞を受賞しました。
山口氏は授賞式において、「野球に携われているだけでなく、このような賞を
いただき光栄です。」と、感謝の意を述べました。

今年も２月 1 日から 3 日間、関西大学高槻キャンパス内の高岳館にて冬季強化合宿を行いました！
この合宿は、講演会や座学を行い、大学野球を通して人としての成長に繋げることを目的にしています。
1 日目は一般常識テストに備えた講義を、マネージャーが行いました！
また、夕食後には野球部 OB でもあり、現在、関西学生野球連盟の審判委
員長、日本高等学校野球連盟審判幹事を務められている桂 等氏（1968 年
度入学）による講演が行われました。審判を通しての経験や、野球に携わる
者としてのお話をしていただきました。
さらには学年ミーティングを行うなど、1 日目から内容盛りだくさんでし
た！

2 日目は朝の散歩に始まり、マネージャーが作成したテストを行いました。その
後、リーダー部、バトン・チアリーダー部、吹奏楽部、の 3 部で構成される関西大学
応援団の方々による講演が行われました。講演会では、日頃は聞くことのできない
それぞれの部の普段の活動についてや、応援に対する想いをお話していただきま
した。
そして、昼食後は高槻のグラウンドで練習を行いました！座学が主の冬季合宿で
すが、素早く気持ちを切り替え練習に打ち込みました。

最終日には、関西大学ボランティアセンターの方々による講演が行われ、ボランティ
ア活動についてや組織の中の一員としてどうあるべきかなどのお話をしていただきま
した。私たちもボランティア活動を目的として野球教室を行っているため、共感できる
ことが多くありました！
この 3 日間は、今の自分自身やチーム内を見つめ直し、大学野球をする本来の意義
を考える良い機会になりました。今回感じたことを、これで終わるのではなく今後に繋
げていきます！

特別企画！
KAISERS…
ドイツやロシアで用いられた皇帝の称号
（カイザー）を表すものである。

関西大学の体育会には 45 団体と多くのクラブが存在しています
が、そんな中で「KAISERS」という言葉をよく耳にされていると思い
ます。KAISERS とは関西大学体育会の総称であり 2004 年 4 月
から導入されています。KAISERS にはロゴがあり、このロゴに描か
れている皇帝が KAISERS のシンボルマークとなっています。
野球部のグラウンドにも「KAISERS BASABALL FIELD」とい
う名前が付けられており、その他にも多くの体育施設やチームジャー
ジなどに KAISERS の文字やロゴが刻まれています。
昨秋のリーグ戦では、リーダー部や
バトン・チアリーダー部、吹奏楽部の他
にも、女子バレーボール部が応援に来
てくださいました。また、野球部から
はラグビー部や女子バレーボール部
の応援に行くなど、KAISERS 間の繋
がりも強いものとなっています。

2 月上旬より、スポーツフロンティア入試に合格した新
入生が一足先に練習を行っています。簡単ではありま

【投手】

すが、ここでご紹介させていただきます。

こ に し

しょう ま

左から、古西 祥 真（社高校出身）
ちゃたに

てっぺい

茶谷 哲兵（西宮東高校出身）

【野手】

たな か

ひ ろ と

前方：左から、内野手・田中 大翔（熊本工業高校出身）
みね

こ う の すけ

外野手・岑 幸之祐（広陵高校出身）
く ろいわ

みず き

内野手・黒岩 瑞己（崇徳高校出身）
やなぎもと

なお き

後方：左から、外野手・柳 本 直輝（大阪桐蔭高校出身）
な か い

そ

ら

外野手・中井 颯良（報徳学園高校出身）
あ り ま

りょう

捕手・有馬 諒 （近江高校出身）

関大野球部は毎年オフシーズンに、地域の子どもたちを対象とした野球教室を行っており、今や
KAISERS BASEBALL FIELD（KBF）の冬の風物詩となっています！
昨年度は大学主催のものも含め、様々なボランティア活動に参加させていただきました。そこで、こ
の冬関大野球部が参加した野球教室の様子や、子どもたちとのふれあいを紹介します！

野球をしたことのない子どもた

日頃から野球教室を行っている

ちや、小さな子どもたちと、スポン

豊津中学校の生徒たちと一緒に、

ジボールを使って楽しく遊びまし

KBF にて練習を行いました！

た！早瀬監督も選手たちと一緒に
子どもたちを教えます。

新チームが始まって初めての野球
教室で、主将、副将や、学生コーチら
幹部が中心となって行いました！

豊津第一小学校、山手小学校、
豊津中学校の子どもたちが参加し
てくれました。仲良く試合を行い
ました！
関大のキャンパスで行われたイベン
トで、地域の子どもたちがたくさん遊
びに来てくれました！野球教室と同
時進行で行われた忍者学校も大盛況
でした！

今後もこのような活動を通じて、地域の子どもたちや保護者の方たちの笑顔を増やすとともに、たくさん
の人に野球の楽しさを広めていきたいと思います！

今回の奪首×Dash！第 37 号はいかがでしたか？
昨年果たせなかった全国制覇を達成すべく、意気揚々とスタートを切った
新チームでしたが、新型コロナウイルスの影響で春季キャンプが中止となる
など、予想外の出来事に見舞われました。
しかし、そのような状況だからこそ普段通りに、いえ、普段以上に真剣に練
習に取り組み、結束を強めてきました。
いよいよ春季リーグ戦が始まります。また、4 月末より前期チャレンジリー
グも開幕します。約 4 か月間温め続けた力を試合で発揮できるよう、全力で
戦ってまいります！本年度も温かいご声援をよろしくお願いいたします！

左から、沼本（人間 2・明石城西）、西村（政
策 2・近大福山）、佐野（安全 2・静岡北）

