
第 19 回市内高校野球 OB 野球大会 
市内高校野球部 OB 会野球大会（10チーム）が 11月 26日県営球場で開催された。小雨降る悪

天候、試合出来るか危ぶまれたが強行された。時間を 15分繰り上げて 8時 45分試合開始、制

限時間の関係で８回終了。長工 OBは、南山高校 OBに 3−5で敗戦した。 

参加者名簿 

No	 卒年	 氏名	 	 	 年齢	 

	 

No	 卒年	 氏名	 	 	 年齢	 

1	 S37	 時田	 勝年	 顧問	 75	 

	 

17	 H8	 渡邊	 潤	 選手	 40	 

2	 S48	 藤川	 彰二	 部長	 63	 

	 

18	 H16	 高倉	 洋二	 選手	 32	 

3	 S47	 岡本	 真一	 監督	 64	 

	 

19	 H16	 余縄	 巧一	 選手-初	 32	 

4	 S49	 八重石	 勝幸	 主将	 62	 

	 

20	 H21	 森保	 翔平	 選手	 27	 

5	 S40	 川崎	 太一	 応援	 71	 

	 

21	 H22	 西村	 隆太	 選手	 26	 

6	 S41	 今村	 圭一	 応援	 70	 

	 

22	 H22	 酒井	 祐太朗	 選手	 27	 

7	 S41	 阿部	 慎吾	 応援	 70	 

	 

23	 H23	 山岡	 友也	 選手	 26	 

8	 S41	 山内	 英夫	 応援	 70	 

	 

24	 H23	 原口	 好輝	 選手-初	 26	 

9	 S48	 濱口	 博敏	 応援	 63	 

	 

25	 H24	 中尾	 将也	 選手-初	 25	 

10	 S49	 山下	 清隆	 選手	 62	 

	 

26	 H25	 早川	 昇吾	 選手-初	 23	 

11	 S53	 山口	 博光	 選手	 57	 

	 

27	 H25	 浦川	 渓人	 選手-初	 23	 

12	 S54	 早川	 雅也	 選手	 56	 

	 

28	 H26	 森武	 記章	 選手-初	 24	 

13	 S56	 河原	 利隆	 選手	 54	 

	 

29	 H28	 近藤	 逸朗	 選手-初	 20	 

14	 S61	 中川	 隆一	 選手	 50	 

	 

30	 H28	 村﨑	 傑	 選手-初	 20	 

15	 S63	 田口	 満	 選手	 48	 

	 

31	 H28	 坂口	 大平	 選手-初	 20	 

16	 S63	 田崎	 純一	 選手	 48	 

	 

32	 H29	 岩永	 大聖	 選手-初	 19	 

 

先発オーダー 

打順	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 

位置	 2	 5	 9	 3	 8	 6	 4	 7	 1	 

名前	 西村	 山口	 森保	 村崎	 坂口	 早川	 時田	 中尾	 山下	 

先発メンバー平均年齢 38歳、（投手の平均年齢 55） 

参加者全員 32名の平均年齢 44歳 

スコアーを付けていないので個々の成績は把握していません、印象に残ったプレーや思いでな

ど思いつくまま書きましたので間違っていたら失礼！ 

 



 

・	 投手リレーOB野球の規約では投手は１人３イニング以内、40歳以上とするとなっている。

今年は森、成清が欠場、投手の確保に苦労をした。先発は 63歳の山下清隆-56歳早川雅也

—40歳渡邊	 潤—62歳八重石勝幸の継投で終了。来年は若手の台頭（40歳以上）が待たれ

ます。 

・	 西村隆太—河原利隆、両捕手の好リードで締まった試合。 

・	 原口好輝は 7回裏代打で出場、左中間深々と破る長打、ランニングホームランかと思われ

たがホームプレート直前で憤死、良く走った。 

・	 藤川彰二は昨年は投手で出場したが今回はユニフォームを着用せず裏方で参加。「OB会会

長、同窓会副会長として長工野球部を支えている。１つ上の岡本とともに２年生から遊撃

手で活躍、西九州大会出場へ貢献している。」 

・	 岡本監督は最終回代走で出場「昭和 47年卒三塁手主将、林—松本のバッテリーで長工とし

ては３回目の西九州大会に出場１回戦は佐賀竜谷に４−３で勝利したが決勝で海星に０−

２で敗退、甲子園出場が果たせなかった」 

・	 八重石勝幸は 8回表南山の攻撃、長工は投手がいなくなり、急きょ岡本監督から出場命令

を受けウォームアップ無しでマウンドに、１塁にランナーを出したが後続を６−４−３（近

藤—中川—原口）のゲッツーで切り抜け０点に抑えた。８回裏（最終回）打席が回って来て

ホームランが期待されたがフォアボールで出塁、代走岡本監督が最後に登場。 

・	 時田大先輩は毎年森−時田のバッテリー組んでいたが森投手が膝故障で欠席したので２塁

手で先発出場、軽やかな体の動きでセカンドをこなしていました（さすがです）。また時

田大先輩といつも一緒だった中西大先輩は今回欠席。「このお二方には OB 会の顧問とし

てお世話になっています。現在もシニアソフトボールで活躍している。」 

・	 川崎太一「長工は昭和 22年の第 1回大会以来 16年ぶり県大会で優勝。2番センター、小

柄ながら俊足、巧打者」 

・	 今村圭一「捕手兼務の名マネージャー。県庁野球部、また高校野球審判員として 41 年間

勤める。長崎県審判協会より平成 15年に 10年以上表彰、平成 19年には朝日文化球育賞

を受けている。」 

・	 阿部慎吾「1 年夏から三塁手、3 年生では主将、初めて西九州大会出場しかし武雄高校に

敗れる。卒業後三菱化成の硬式野球で活躍。現在福岡県在住」 

・	 浜口博敏は応援参加来年はユニフォームをきてマウンドに立ってほしい「藤川会長と同期、

エースとして活躍。第５０回九州大会県大会決勝で海星に０−１の負け浜口投手は海星を

３安打に抑えたが１点を取られて敗戦投手。」 

・	 山下清隆は先発投手で 2 回を投げ２点に抑えた。「八重石と同期、中堅手、卒業後は長崎



市役所、OB野球では投手で頑張っている。」 

・	 山口博光は先発 2 番三塁手「OB 野球では投手に捕手に野手にとオールラウンドで活躍し

ている。」 

・	 河原利隆は 5,6,7 回捕手として出場、ライト前ヒット「１つ後輩の山崎忠とのバッテリー

で S55年夏の大会準決勝では本西がいた瓊浦高校と当たり 1-2 逆転負けしている。次の年

は山崎忠の活躍で秋、春、NHK杯と３大会 Vと最高の出来でしたが肝心の夏は佐世保工

業に準決勝で敗退している。この年を最後に長工野球部の成績は低迷している。」 

・	 中川隆一は 5回から二塁手で出場。毎回参加してくれている。 

・	 高倉洋二は２回から２番三塁手で出場「母校の野球部を何とか強くしたいとの思いで、山

岡友弥とともに理事を引き受けてもらっている。」 

・	 余縄巧一は 8番左翼手で出場。「長工出身者が多い協和機電」 

・	 森保翔平は先発 3番右翼手で出場。「OB会長の会社であるフジエアテックで技術者として

勤務している。父親も長工野球部で捕手、JR九州で投手、監督をした久田—森保のバッテ

リーで夏の大会決勝戦まで進んだが酒井のいた海星に０−５で負けている。」 

・	 酒井祐太朗は西部環境に勤務 

・	 中尾将也は先発 8番左翼手で出場『現在大村工業高校の教員』 

・	 渡邊	 潤は左腕投手で出場 5,6,7回３イニング完投 40 歳でMax112kmは立派、しかし球

が速い分南山の打者とタイミングが合って打たれた。「時津町でげんきだまぷらす整体院

を経営（主に野球やサッカーバレーなどスポーツ選手の身体機能の向上、パフォーマンス

の向上）http://genkidamaplus.com）」ちなみに岩永大聖は小学生のときに治療を受けた

そうです」 

・	 森武記章は西泊中学野球部監督の成清龍生（46年卒）の教え子 

・	 早川雅也は 3回からリリーフで２回を投げ０点に抑えた。早川昇吾は息子で親子出場、先

発 6番遊撃手で出場、共に投手出身、昇吾の弟は現在長工野球部に在籍、何年か後は３人

揃い組が誕生か。「早川雅也は昭和 63 年の第 38 回長崎県軟式野球選手権大会では経済連

のエースとして県経済連を初優勝に導いた。」 

・	 田口	 満は 7回から２番三塁手で安打を記録、堅実な守りを披露、 

・	 田崎純一も 7回から中堅手 5番で出場 

・	 浦川渓人は 5回殻４番 1塁手で出場 

・	 近藤逸朗は 6回から遊撃手で出場、打席が 2回って来てフォアボールとアウトになったが

左中間の大きな当たりを飛ばした。「小値賀町出身の投手。父上は北松西で遊撃手、在学

中はもとより卒業した後も長工野球部 OB会に援助をしていただいている。」 

・	 村崎	 傑は初出場、４番１塁で出場。「投手、西海市大島町から参加してくれた。」 



・	 坂口大平は先発 5番中堅手で 5回まで出場 

・	 岩永大聖は 7回左翼手で出場「今年卒業長工では主将で頑張った。長崎市内の企業に就職、

（45年卒の林田群二が社長をしている協環）来年も参加してほしい。」 

※参加者の感想です。 

・岡本監督「参加者が多く感謝している。オーダー編成に悩まされた。また全員出場させるの	  

	 に頭が痛かったが、最後は投手が足りなくなったが八重石が最終回に出てくれたので試合が	  

	 成立した。感謝」 

 

・渡邊	 潤「年代は違えど同じユニフォームを着て汗を流した先輩、後輩とまた一緒に白球を	  

	 追うことができて、本当にいい経験をさせて頂きました。来年は 120キロを投げれるように	  

	 練習をしたいと思います。若い人達が参加しやすい雰囲気でとても良かったと思います」 

 

・藤川 OB 会長「試合終了後の挨拶—OBの皆様お忙しい中参加していただきありがとうございま 

	 す。今年も故障者が出ずに無事終了したことはなによりです、本当にご苦労様でした。今日	  

	 の試合が OB会の活動に繋がってくれるようにお願いしたい。また OB会のホームページも 

	 その都度更新しているのでみてほしい」 

 

※	 ホームページでは平成 11 年から平成 20 年の間の記録が空白、資料がありません。記事、

写真資料をお持ちでしたら事務局までお願いします。 

	 ちなみに当時の監督は平成 11年から平成 15年（松竹氏）。平成 16年（倉岡氏）平成 17年か  

  ら平成 20年（北村氏） 

 

※朗報「長崎工業野球部 OB会の活動をホームページで知りましたと先輩 OBの方から複数連 

	 絡（問い合わせ）がありました。」 

 

※今回参加したメンバーが来年も来てくれてまた楽しく野球ができれば長工野球部 OB会も盛	  

	 り上がって行くのではないかと思います。この初参加組は岡本監督がコーチでグランドに上	  

	 っていたときの子どもたちで信頼関係を築いてきたお陰だと思っております。 

また来年会いましょう！  

 

OB野球のスナップ写真はホームページに掲載予定 



 

	 

 

 


