夢の舞台 甲子園へ
試合に勝ちスタンドへ駆け寄る選手たち

全国高校野球選手権大会兵

立高校が私立の強豪校ひしめ

子園出場が決まりました︒公

路を破り初優勝︑初めての甲

校野球部が

では︑同点で迎えた

勝利︒準々決勝の明石商業戦

の︑持ち前の粘り強さで逆転

序盤

続く

点のリードを許すもの

回戦では︑加古川西に

市川を危なげなく退けました︒

度目のサヨ

回にス

く県大会を制覇するという快

クイズで今大会

得

ナラで勝利しました︒準決勝

安打

では︑強豪育英に

そして決勝戦︒夢の舞台︑

点で打ち勝ちました︒

甲子園への切符をかけ東洋大

それを支える堅守︑点を取ら

打線︒県大会では︑チームが

姫路と対戦し︑ついに１６１

校の頂点に登りつめました︒

一体となって︑苦しい試合を

回戦を順当に勝ち

甲子園球場で行われる第

回全国高校野球選手権記念大

回戦の淡路

日開幕です︒

会は︑

月

三原戦︒延長

回の激闘をサ

ヨナラで制しチームの快進撃

上がり︑迎えた

初戦の

勝ち抜いてきました︒

れても必ず取り返す粘り強い

エース翁田勝基投手の力投︑

挙に︑市内は大いに沸き上が

回戦では投打がかみ合い

が始まりました︒

今井哲也外野手のサヨナラ打（決勝戦）

りました︒

庫県大会決勝で︑西脇工業高

4

……………

あいさつ・応援バス

95

で東洋大姫

………………………… 2〜3

選手紹介
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︱
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甲子園出場が決まり湧き上がるスタンド
力投するエース翁田勝基投手（決勝戦）

平成25年（2013年）8月号・VOL102

にしわき

西脇工業高校野球部
甲子園出場特集号

広報

14

田園協奏都市
未来広がる

人輝き

くぼ た けいすけ

まつばらようへい

こばやしたく む

あさ お かず し

なかやましゅんぺい

窪田啓輔（捕手）
背番号12

松原庸平（投手）
背番号11

小林拓夢（投手）
背番号10

浅尾和志（外野手）
副主将・背番号13

山中竣平（内野手）
主将・背番号４

①電気科３年②西脇南中学校
③168㎝・58㎏④甲子園出場を決めた
瞬間⑤プロ野球観戦⑥阿部慎之助⑦野
球一筋⑧よく笑う⑨一体感がある⑩野
球⑪あきらめない⑫就職する⑬甲子園
でも頑張ります

①機械科２年②西脇南中学校
③169㎝・55㎏④決勝で勝って甲子園が決
まり全員で喜んだとき⑤高校球児に憧れて⑥
渡辺俊介⑦野球の時は厳しく、学校生活・授
業では優しい⑧常に笑顔⑨粘り強く戦うチ
ーム⑩積水淵成⑪アンダースロー⑫消防士
⑬自分のできることを最後までやり抜きます

①機械科３年②社中学校
③170㎝・65㎏④淡路三原戦のサヨナ
ラ勝ち⑤親の影響⑥今宮健太⑦笑顔が
ステキ⑧おもろい⑨一体感があり粘り
強い⑩一球入魂⑪制球力⑫別荘を建て
る⑬甲子園でも自分たちの野球をする
ので応援よろしくお願いします

①機械科３年②黒田庄中学校
③170㎝・64㎏④県大会決勝のサヨナ
ラ⑤父の影響⑥中田翔⑦野球の鬼⑧い
つも笑顔で元気⑨一体感⑩千里の道も
一歩から⑪常に元気⑫旅に出る⑬これ
からも応援よろしくお願いします

①総合技術科３年②西脇南中学校
③170㎝・60㎏④ポール直撃のホーム
ラン⑤高校野球に憧れて⑥宮本慎也⑦
いつも厳しいが優しい言葉をかけてく
れる⑧マイペース⑨一体感⑩自信⑪勝
負強さ⑫就職する⑬感謝の気持ちを全
力プレーで表したい

たけもとだい ご

いし い とも き

うす い ひろ き

もりしたいく や

にしざわ

竹本大悟（内野手）
背番号16

石井智樹（内野手）
背番号15

臼井浩城（内野手）
背番号14

森下幾矢（内野手）
背番号３

西澤

①機械科２年②加美中学校
③171㎝・62㎏④淡路三原戦でのサヨ
ナラ勝ち⑤プロ野球や高校野球に憧れて
⑥鳥谷敬⑦野球に関して熱い人⑧いつも
笑顔⑨まとまりがある⑩努力⑪足が速い
⑫就職すること⑬自分の役割をしっかり
果たし甲子園で一勝してきたい

①機械科３年②黒田庄中学校
③174㎝・64㎏④県大会決勝のサヨナラ勝
ち⑤父の影響⑥糸井嘉男⑦野球が本当に大好
きな人⑧サッカーも大好き⑨一体感がある⑩
自由⑪運動能力が高い⑫アメリカ在住⑬見て
いる人が楽しめるような試合ができるようチ
ーム一丸となって頑張りたいと思います

①電気科３年②滝野中学校
③175㎝・60㎏④淡路三原戦のサヨナ
ラ勝ち⑤兄がやっていたから⑥鳥谷敬⑦
意外とボケてくる⑧よくしゃべる⑨一体
感⑩一石二鳥⑪判断力⑫社長になる⑬兵
庫の代表として堂々とプレーしたいと思
います。応援よろしくお願いします

①電気科２年②三木市立自由が丘中学校
③170㎝・65㎏④加古川西戦の勝ち越
しホームラン⑤友達に誘われて⑥金本
知憲⑦野球に熱心な人⑧内気な性格⑨
一体感がある⑩起死回生⑪長打を打て
る⑫就職すること⑬全力で自分のプレ
ーをします

甲子園出場
おめでとう
第95回全国高校野
球選手権記念大会
に出場する西脇工
業高校野球部の選
手を紹介します。

じゅん

おう た まさ き

諄（捕手）
背番号２

翁田勝基（投手）
背番号１

①機械科３年②加古川市立別府中学校
③163㎝・73㎏④夏の兵庫県大会決勝
のサヨナラ勝ち⑤友人の影響⑥古田敦
也⑦尊敬する監督⑧人見知りしない⑨
粘り強い⑩感謝⑪誰とでも話せる⑫幸
せな家庭を作る⑬今までの感謝をプレ
ーで見せます

①機械科３年②八千代中学校
③182㎝・82㎏④淡路三原戦での14
回の死闘⑤親が好きだから⑥前田健太
⑦時に優しく時に怖い⑧何事にも「タ
フ」⑨一体感⑩一体感⑪足も速い⑫プ
ロ野球選手⑬甲子園では感動を与えら
れるようプレーします

―兵庫県大会の戦績―
２回戦

９−２ 網干
（７回コールド）

３回戦

４−３ 淡路三原
（延長14回サヨナラ）

４回戦

４−１

市川

５回戦

８−６

加古川西
（延長10回）

準々決勝

３−２ 明石商
（９回サヨナラ）

準決勝
決

勝

10−７

育英

３−２ 東洋大姫路
（９回サヨナラ）

いけはらしんいち

ひえ だ たいせい

いのうえこうだい

村上晃平（外野手）
背番号７

稗田泰誠（内野手）
背番号６

井上功大（内野手）
背番号５

①機械科３年②中町中学校
③173㎝・75㎏④明石商業戦のサヨナ
ラの瞬間⑤祖父の影響⑥中田翔⑦野球
大好き⑧恥ずかしがりや⑨明るい⑩仲
間⑪一体感⑫野球に恩返し⑬感謝の気
持ちを持って全力で頑張ります

①機械科２年②西脇東中学校
③162㎝・58㎏④淡路三原戦のサヨナ
ラヒット⑤高校野球に憧れて⑥大島洋平
⑦強いこだわりを持つ人⑧おっちょこち
ょい⑨接戦に強くまとまりがある⑩笑顔
⑪好きな球を思い切り振れる⑫就職する
⑬声援を力に変えて一生懸命頑張ります

①機械科３年②黒田庄中学校
③174㎝・60㎏④甲子園出場が決まっ
たとき⑤プロ野球中継を見て⑥浅村栄
斗⑦笑いのセンスがある⑧朝はすごく
テンションが低い⑨一体感⑩情熱⑪け
っこうきれい好き⑫高級車を買う⑬感
動を与えられるプレーがしたいです

①電気科３年②加美中学校
③174㎝・66㎏④東洋大姫路戦のサヨ
ナラ打⑤父の一言⑥鳥谷敬⑦野球を極め
た人⑧野球以外の球技も好き⑨一体感あ
ふれるチーム⑩日々前進⑪水泳⑫家を建
てる⑬甲子園で自分たちらしい野球をす
るので応援よろしくお願いします

つばさ

回全国高等学校野球選手権記念
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木谷忠弘

一体感という無形の力で⁝

第
監督

兵庫大会におきましては︑西脇市民は

じめ近隣の皆様に大変多くのご声援を

いただきありがとうございました︒

試合を戦い抜くこと

大会序盤から苦しい試合の連続であ

りましたが︑全

ができたのは︑皆様の温かいご声援の

おかげだと厚く感謝しております︒

選手たちは︑日ごろから厳しい鍛錬

を積み重ね︑培った力を存分に発揮し

ました︒また︑接戦を勝ち抜くことで

より強い﹁一体感﹂という無形の力を

手にすることができました︒

平成25年8月号
（甲子園出場特集号）

甲子園大会においても︑持てる力を

存分に発揮し︑兵庫大会同様粘り強く

戦いたいと思います︒

広報にしわき

むらかみこうへい

翼（内野手）
背番号17

安達

①工業化学科２年②加古川市立平岡中学校
③172㎝・68㎏④甲子園出場が決まっ
たとき⑤高校野球に憧れて⑥杉内俊哉⑦
野球では厳しく普段は優しい⑧少し弱気
⑨接戦に強く点を取られら取り返せる⑩
一生懸命⑪牽制⑫就職する⑬甲子園でも
自分たちの野球をして頑張ります

ご声援よろしくお願いします︒

3

あ だち

池原慎一（投手）
背番号18

―プロフィールの見方―
たか み なお き

いま い てつ や

高見直樹（外野手）
背番号９

今井哲也（外野手）
背番号８

①機械科３年②東条中学校
③167㎝・55㎏④最後の優勝を決めた
シーン⑤父のすすめ⑥岡田幸文⑦時に優
しく時に厳しく⑧元気⑨勢いにのると止
められない⑩覚悟⑪東条で初の甲子園出
場⑫立派な社会人になる⑬自分たちらし
くはつらつと思い切ってプレーします

①機械科３年②滝野中学校
③175㎝・62㎏④甲子園出場を決めた
とき⑤兄の影響⑥長野久義⑦パワーが
すごい⑧夜10時に寝る⑨一体感⑩可能
性は無限大⑪漢字が得意⑫マイホーム
が欲しい⑬本当にありがとうございま
す

広報にしわき

①科・学年
②出身中学校
③身長・体重
④一番記憶に残っているシーン
⑤野球を始めたきっかけ
⑥目標にしている選手
⑦木谷監督はどんな人？
⑧実は自分はこんな人…
⑨今年のチームを一言で
⑩好きな言葉
⑪自慢できること
⑫将来の夢
⑬応援してくれる人へメッセージ

平成25年8月号
（甲子園出場特集号） 2

広 報

日︑明石トーカロ球場で

一体感を持って
月

ナラ勝ちをおさめるなど︑その粘り強
い戦いぶりはスタンドの応援団を含め
てチームの一体感を感じさせるもので
あり︑おかげで応援優秀賞もいただき
ました︒また︑一戦ごとに成長してい
った選手たちを見ていて︑高校生の持
つ潜在能力にあらためて驚かされまし
たが︑甲子園という大舞台に臨んでも︑
より高いレベルのプレーを見せてくれ

さる
行われました第
るものと確信しています︒

ておりますご厚情に深く感謝申し上げ

皆様をはじめ多くの方々からいただい

姿は︑西脇市民に大きな感動を与え︑
そして何より︑西脇工業高校の健闘を
喜び合う︑市民の﹁一体感﹂を生み出
してくれました︒
西脇工業高校は陸上競技部の活躍を
通じ全国にその名が知られていますが︑
今回の野球部の県大会制覇で︑新たな
甲子園という晴れの舞台では︑木谷

歴史が刻まれたのではないでしょうか︒
監督が掲げられた今年のチーム目標で

8
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し切り︑
﹁平常心﹂で挑んでください︒
私たち西脇市民は︑選手の皆さんに
精一杯のエールを送ります︒健闘をお
祈りします︒

入ることのできるバスの台数も制限されています。
80台（予定）の応援バスが出ます。この応援バス

そのため、高速神戸駅から電車で甲子園駅まで移

に乗車される方を募集しますので、どんどんお申し

動していただく場合がありますのでご了承くださ

込みください。

い。その場合の電車運賃については、西脇工業高

◆申込方法

校が負担いたします。
発行／西脇市

日には、西脇市内から西宮市の甲子園球場に向けて

ほか

◆乗車場所

☎080-3752-5831

・県民広場（鹿野町）

☎080-3752-4854

・都麻の郷交流グラウンド（坂本）

☎090-6486-6545（以上３台）

※出発時間などの詳細は申込時にお伝えします。情

抽選会（８/５）の翌日８月６日
（火）から

西脇市HP／http://www.city.nishiwaki.lg.jp

〒677 8511 西脇市郷瀬町605 TEL.0795(22)3111 FAX.0795(22)1014

電話で受付
（日本旅行／兵庫教育旅行）

編集／総務部秘書広報課

平成25年8月号
（甲子園出場特集号） 4

広報にしわき

回全国高校野球選手

権記念大会兵庫大会決勝において︑本

ますとともに︑本校選手へより一層の

全国大会出場にあたり︑西脇市民の

権利を得ました︒昨秋ならびに春の県

対
の成績をおさ

で破り初優勝し︑全国大会出場の

大会ではともにベスト
試合にサヨ

西脇工業高校の甲子園への出場を心
出場は︑西脇市はもとより北播勢とし

2013

丸となって︑持ち前の底力を存分に出

ある﹁一体感﹂によって︑チームが一
度の延長戦を制

度の劇的なサヨナラ勝ちをする

り︑見事161校の頂点に立ちました︒

など︑強豪校相手に粘り強く勝ち上が

し︑

兵庫県大会では︑

ても史上初の快挙であります︒

からお祝い申し上げます︒夏の甲子園

ます︒

ご声援を賜りますようお願い申し上げ

試合中

16

市民も一体となって選手にエール

大会でしたが︑

め ︑ 今 大 会 も 第 １シ ー ド と し て 臨 ん だ

校野球部が東洋大学付属姫路高校を

95

選手たちのあきらめないひた向きな

にしわき

応援の輪を広げましょう。

（水）の両日受付

等で西脇工業高校の甲子園出場をお知らせください。

・初戦が８月９日（金）以降の場合は６日（火）と７日

ご親族や友人に、電話やメール、フェイスブック

・初戦が８月８日
（木）の場合は６日
（火）
のみ受付

応援の輪を広げましょう

時間：午前９時〜午後６時

せてお越しください。

◆申込受付

※駐車スペースには限りがありますので、乗り合わ

1,000円（帽子・アルプス席入場料を含む）

報はホームページにも掲載します。

◆参加料

※応援団のバス駐車場には限りがあり、西宮市内に
甲子園で西脇工業高校を応援しましょう。試合当

西脇工業高等学校
校長 藤 本 圭 悟
一
西脇市長
來 住 壽

※定員に達した時点で締め切ります。
甲子園まで応援バスが出ます

28

市を挙げて西脇工業高校を応援しましょう！

