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 この度は冊子を手に取ってご覧いただきありがとうございます。

この冊子は松平高校の野球部を紹介し、一人でも多くの中学生に興

味と関心を持ってもらいたいという思いで作成したものです。冊子

を通して本校の野球部をご理解いただければ幸いです。 

  



 

 

  私たち硬式野球部は、一人前の男になるために、野球を見て下

さるファン（保護者や先生、友人）に感動を与えるために、「至誠

発熱」のスローガンのもと、心をこめて、熱を発しながら、毎日練

習をしています。野球を通して、自分を成長させるために練習に励

んでいます。 

 上級生も下級生もグランドでは関係なく、全力でボールを追いか

けています。仲の良さ、チームワークがチームのセールスポイント

です。 

 松平高校野球部は部員数が多くありません。練習試合での実戦経

験をたくさん積むことができます。１年生から試合に出るチャンス

もたくさんあります。レギュラーになることもエースになることも

４番を打つことも、可能性はたくさんあります。 

 人数は少ないですが、それを弱点とは考えていません。強みと

思っています。一人ひとりの実力を伸ばすことに練習の重点をおい

ています。個人練習の時間を多く設定し、一人ひとりが自分のポジ

ションや役割を、責任を持ってプレーできるよう自分で考え、練習

に取り組みます。人数が少ない分、一人ひとりが練習できる時間も

しっかりと確保されています。たくさん打てます。 

 野球に向き合う上で一番大切にしていることは「野球が好き」こ

れだけです。上手とか下手とか、松平高校野球部では一切関係あり

ません。野球が好きな選手が集まって、全力で野球に向き合ってい

ます。その中で、一人前の男に成長する。野球を見て下さるファン

（保護者や先生、友人）に感動を与える。この２つを目指していま

す。 

 一緒に野球を通して熱い青春を送れたらうれしいです。一緒に濃

い青春を送りましょう。お待ちしています。 

 

                     松平高校野球部一同 

【中学生と保護者の皆様へ】 



 

 

【基本方針】 

Ⅰ チームスローガン：「至誠発熱」 

  何事にも心を込めて丁寧に取り組む＝至誠 何事にも心を込め 

 て丁寧に取り組むことで、雑な甘えを排除し心を鍛える。 

 

Ⅱ チームの共通認識・思考（考え方） 

 ①“今”この瞬間に全力を注ぐ。“今”この瞬間を大切にする。 

  ⇒ 結果は後からついてくる。「人事を尽くして天命を待つ」 

 

 ②やり残さない。最後までやり切る。後悔をしないための練習と   

  準備。 

  ⇒ 責任感を持つ。責任感を育てる。 

 

 ③結果思考から行動思考へ。 

  ⇒ 結果だけを追い求めるのではなく、結果までの行動を大切 

   にする。 

 

 ④人を大切にする。 

  ⇒ 縁あって出会えた仲間に感謝。 

 

 ⑤感動を与える。 

  ⇒ 最後まで諦めずに、全力。その姿勢を貫くことで、人の心   

   を動かす。 

 

 

 



 

 

【部員一覧】 

学年 役職 名前 ポジション 中学 

３年生 旧主将 加納 宇翔 二塁手 松平 

３年生 旧副主将 常本 智士 投手 豊南 

３年生 旧副主将 久米 平 一塁手 崇化館 

３年生  石橋 翼 中翼手 梅坪台 

３年生  井戸 春杜 右翼手 益富 

３年生  大城 大宜 遊撃手 松平 

３年生  神谷 光慶 捕手 崇化館 

３年生  田村 悠大 右翼手 崇化館 

２年生 主将 江田 翔也 捕手 美里 

２年生 副主将 加藤 圭吾 投手 松平 

２年生 副主将 金田 怜也 遊撃手 松平 

２年生  小松 郡 二塁手 梅坪台 

２年生  山﨑 雅史 中翼手 豊南 

１年生  江口 鳳敏 一塁手 美里 

１年生  鈴木 滉平 左翼手 美里 

１年生  田中 佑弥 右翼手 豊南 

１年生  横山 陸 二塁手 美里 

２年生  楠本 要 マネージャー 高橋 

１年生  西田 結華 マネージャー 梅坪台 

１年生  松村 優香 マネージャー 美里 

      選手   マネ 

３年生   ８名   ０名 

２年生   ５名   １名 

１年生   ４名   ２名・ 

合 計  17名   ３名 



 

 

【野球部員の動き】 

【１日の流れ】 

平常授業（3月～9月） 

 朝練   7：40 ～   8：20 

 授業   8：50 ～ 15：40 

 部活 15：50 ～ 19：00 

 

平常授業（10月～2月） 

 朝練   7：40 ～   8：20 

 授業   8：50 ～ 15：40 

 部活 15：50 ～ 18：00 

 

※部活動後には学校で炊いたおにぎりを出しています。 

 

【１週間の流れ】 

月曜日 練習 

火曜日 積極的休養日 

水曜日 練習 

木曜日 練習 

金曜日 練習 

土曜日 練習または練習試合 

日曜日 練習または練習試合 

 

※１か月間の予定は予定表を配布して事前に伝達しています。 

 



 

 

【年間活動内容】 

 １月 郵便局アルバイト（～６日） 

    練習初め（７日） 

    初詣（松平東照宮往復マラソン）（８日） 

    松平交流館ボランティア（22日、26日） 

 ２月 学年末考査前学習会（９日～） 

 ３月 卒業式（１日） 

    卒業生引退試合（１日） 

    練習試合解禁（８日） 

    春季１次リーグ戦（19日～） 

    春季２次トーナメント 

 ４月 部活動紹介（５日） 

    体験入部（６日～） 

    部登録（14日） 

    県大会（15日～） 

    野球部父母会 

 ５月 三重遠征（４日、５日） 

    中間考査前学習会（８日～） 

 ６月 期末考査前学習会（15日～） 

    愛知県選手権大会抽選（17日） 

 ７月 愛知県選手権大会開幕（１日～） 

 ８月 全国選手権大会開幕（７日～） 

    みどりのボランティア（６日） 

    野球部父母総会 

    秋季１次リーグ戦（14日～） 

    秋季２次トーナメント 

 ９月 県大会（９日～） 

10月 中間考査前学習会（３日～） 

11月 期末考査前学習会（22日～） 

    練習試合禁止 

12月 郵便局アルバイト 

    練習納め 

 



 

 

【通学距離・時間・料金】 

出発点 方法 距離 時間 料金 

豊田市駅  
自転車 

7.7ｋｍ  
34分 ***** 

バス 20分 430円 

松平中 自転車 1.6ｋｍ 9分 ***** 

益富中 自転車 3.1ｋｍ 16分 ***** 

美里中 
自転車 

4.9ｋｍ  
24分 ***** 

バス 10分 270円 

(岡崎)新香山中  
自転車 

6.1ｋｍ  
28分 ***** 

バス 12分 390円 

豊南中 自転車 6.2ｋｍ 30分 ***** 

高橋中 自転車 7.4ｋｍ 35分 ***** 

崇化館中 自転車 9.2ｋｍ 40分 ***** 

朝日丘中 自転車 8.5ｋｍ 44分 ***** 

末野原中 自転車 9.7ｋｍ 46分 ***** 

(岡崎)岩津中 
自転車 

10.3ｋｍ  
47分 ***** 

バス 22分 520円 

(岡崎)北中 自転車 10.4ｋｍ 48分 ***** 

竜神中 自転車 10.7ｋｍ 49分 ***** 

逢妻中 自転車 10.4ｋｍ 53分 ***** 

梅坪台中 自転車 10.4ｋｍ 53分 ***** 

下山中 自転車 13.6ｋｍ 59分 ***** 

※ 「時間」は自転車を利用した場合の目安です。 

  野球部員であれば、目安よりも早く着くことができるはずです。 

※ 本校最寄りのバス停は「鵜ヶ瀬前」です。 

 「鵜ヶ瀬前」バス停から徒歩５分で学校に着きます。 



 

 

【野球部員卒業後の進路】 

会社名 人数 

KYOEI ARACO 1 

アール・ティ・エンジニアリング株式会社 1 

アイシン化工株式会社 1 

イエローハット 1 

大岡技研株式会社 1 

株式会社 協豊製作所 5 

株式会社 トヨタ自動車 4 

株式会社 ニフコ 1 

小島プレス株式会社 2 

大豊工業株式会社 1 

株式会社東海理化電機製作所 1 

トヨタ紡織株式会社 2 

日清紡ブレーキ株式会社 1 

林テレンプ 株式会社 1 

ビューテック株式会社 2 

三菱自動車岡崎工場 1 

ミヤマ工業株式会社 1 

明和工業株式会社 2 

自営業 1 

【就職】 

学校名 人数 

富山大学 1 

愛知工業大学 1 

名城大学 1 

中京大学 2 

東海学園大学 2 

豊橋創造大学 1 

名古屋商科大学 1 

南山大学 1 

日本赤十字豊田看護大学 1 

各種専門学校 ３ 

【進学】 



 

 

【引退した３年生最後のノートより】 

■ 常本 智士（投手）豊南中 

 今日で２年半の高校野球、９年間の野球生活が終わりました。本当にありがとうござ

いました。 

 まだみんなと野球がしたいし、夏大のマウンド本当に楽しかった。最後まで投げきりた

かった。途中で変わって、かとけい（注：２年生投手）に本当に申し訳なかった。最後ま

で迷惑かけてしまった。わがままをいうなら、もう１度マウンドに立ちたいです。自分の

体力の無さをあらためて実感しました。 

 先生にはたくさん迷惑をかけ、たくさん成長させてもらいました。これからも就職など

でお世話になりますが、よろしくお願いします。 

 また部活、練習や試合手伝いにいきます。本当にありがとうございました。 

 

 

 

■ 加納 宇翔（二塁手）松平中 

 今日で高校野球が終わりました。入部した当初がつい最近に思えますが、この３年間

で僕はすごく成長できたと思います。技術的にもそうでうすが、一番は話せる人間なった

ことです。入部した当初は全くしゃべれず、わからないことを聞くこともできないコミュ

ニケーションのとれない人間でした。しかし、今はすすんで言えるようになり、自分から

雰囲気を作れるようになりました。 

 野球部に入ったことをすごく良かったと思いました。僕をこんなに成長させていただき

ありがとうございました。 

 

 

 

■ 久米 平（一塁手）崇化館中 

 秋と春と、すべて勝てず、自分たちもなんとか夏の大会で勝ちたいという思いは強

かったです。１回戦で勝ったとき、先生が涙を流している姿をみて先生達のチームに対す

る思いが伝わってきました。２回戦は、結果だけ見れば、完敗という結果になってしまい

ましたが、全員が全力プレーをして、いつも先生が言っていた感動を与えることができた

と思います。夏の大会、バントができなかったというのは残念でした。３年間の中でもっ

と素振りをしておけば良かったなどの後悔はありますが、これから就職するまで後悔しな

いようにしたいです。 最後の３年間、松平高校の野球部でプレーできて良かったです。

ありがとうございました。これからもご指導よろしくお願いします。 

 



 

 

■ 石橋 翼（中翼手）梅坪台中 

 ７月９日高校野球人生最後の日となりました。今まで２年間半、色々なことがありま

した。勉強で苦労したり、目や鼻をケガしたり、野球ノートが出せずに育成枠になった

り、色々なことで迷惑をかけてきました。親にも先生にも。最後の大会で勝利という形で

恩返しをしたかった。強いと周りからも噂されていた相手だったけど、本気で勝ちたかっ

た。絶対に勝って恩返しして、まだ野球をみんなでやりたかった。悔いはたくさんある。

一打席目にノーアウトから自分がヒットを打っていれば先制して自分たちに流れが来てい

たかもしれない。もっと練習していれば、、、と思います。でも先生は今まで後悔は絶対

する。でも少なくすることはできる。と言っていました。これが少なくなったのかは自分

でもわかりませんが、自分なりにやるべきことはやってきたつもりです。まだまだやり切

れなかったのもありますが、それも経験だと思っています。 

 今まで本当にありがとうございました。自分が野球をやれてきたのは色々な人の力が

あってのことだと思います。野球を通して色々なことを学び、色々な経験をさせていただ

きました。あのメンバーと３人の顧問の先生と野球ができたことは最高に楽しく、良い夏

でした。野球をやりたいという自分を一生懸命に応援してくれて、毎日弁当を作ってくれ

たり、送り迎えしてくれたり。野球を教えてくれる両親には本当に感謝しています。野球

ではみんなで励まし合い、言い合いになることもあったけど、部活以外ではバカをやって

くれるチームメイトなどなど色々な人達に囲まれて野球ができて本当に良い野球人生でし

た。このチームではもう一緒に野球はできませんが、野球で得た経験を生かし、これから

過ごしていきたいです。２年半は人生の中では短い時間ですが、一生に一度しかない時に

最高のチームで試合ができて本当に最高の夏でした。今は色々な人に感謝の気持ちしかあ

りません。２年半本当にありがとうございました。また手伝いにいきます。 

 ３年生としての最高の夏は一度しかない。これを後輩達に伝えたいです。野球ができる

瞬間を無駄にしてほしくありません。今はまだまだだと思っていてもあっという間に引退

は来ます。嫌でも来ます。だから終わって後悔しないように、今を大切にして欲しいで

す。過去は変えることはできません。部員は少ないですが、先生のいつも言う、人数が少

ないからできる経験や練習量を生かし、秋、春、夏と良い結果がでることを期待していま

す。何度も言いますが、本当に２年半ありがとうございました。この夏は長い人生の中の

良い思い出となりました。 


