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謹賀新年 2018！ 

 

東京コメッツ会員の皆様 明けましておめでとうございます！ 

新事務局長に平澤敬一郎が就任し 2018 年度新役員監督会が発足致しました 

気持ちを新たに、役員監督一同、一層奮励努力してまいりますので、本年もどうぞよろしくお願い致します！ 

 

 

＜平澤事務局長ご挨拶＞ 

皆様明けましておめでとうございます。 

今年我が会は創立４５年の節目を迎えました。 

大変おめでたい事とお慶び申し上げます。 

 

歴史あるコメッツではありますが、この１０年間は体質改善への戦いの歴史でもありました。 

柳澤事務局長時代から体質改善への意欲が強まり、名雪事務局長時代ではこれを軟着陸させる努力がなされ、野内

事務局長時代に目標は達成されましたが、経済的に行き詰まった時代でもありました。 

これを打開するために会員全員で努力し、厳しい時代を乗り切りました。そして鍋倉事務局長以下全会員の 2 年間

の努力で正会員１００余名を擁し、８チーム２リーグ制を確立するまでに成長しました。 

これは全会員の努力の結晶であると思います。皆様の御努力に敬意を表します。 

そして我々には自浄能力があることを誇りに思います。 

 

事務局⻑ 平澤 慧⼀郎 統括 役員会召集 新人面接 公式戦運 還暦チーム代表 東還連理事
役員 伊藤進 選挙管理委員 フェローシップ委員⻑ 公式戦運⽤管理 審判担当 対外試合
役員 野内 直己 企画運営 広報 グラウンド確保 日程作成 HP作成 納会総会 ビデオ管理 45周年記録誌
役員 安見 信二 会計 出納 予算 決算 スポーツ保険
役員 近藤 福仁 ⽤具管理 ユニフォーム管理 倉庫管理 会計監査
役員 井上 淳 記録集計管理 表彰 印刷物送付 シニア会幹事 45周年記録誌
役員 ⻲⼭ 浩二 選挙管理 広報 名簿管理 HP管理 新人募集 ビデオ管理 コメッツニュース
役員 石崎 知行 監督会議⻑ グラウンド内規作成 試合球管理 ヘルメット管理
役員 鈴木 実 監督会副議⻑ グラウンド内規作成 試合球管理 ヘルメット管理
専門委員 小室 敏幸 システム管理 広報 HP管理 名簿管理 対外試合
専門委員 東 寿明 新人募集 面接
専門委員 松本 昭仁 グラウンド確保
専門委員 鍋倉 敏 ⻑野⽣涯野球担当

2018年度役員構成と役割分担

コメッツニュース 
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さて私は４５周年を迎えるにあたり東京コメッツ野球クラブの設立の原点に戻ろうと呼びかけます。 

会則第２条に述べる「軟式野球を楽しみ会員相互の親睦と心身の鍛錬を目的とし、勝ち負けは二義的とする。また

会員はそのためフェアプレイとスポーツマンシップにのっとり、会の模範となるべく努力することを約するものと

する」�を思い出していただきたいと思います。 

この会は模範となるべく努力することを約して入会された皆さんによって構成されているのです。 

 

「コメッツ野球は勝敗や個人の技術は二の次で、みんなで和気あいあいと平等に野球を楽しむことをモットーにし

ています」 

「あえて入会希望の方に望むことは、野球が好きであり性格が良いということです」 

との言葉を「是」として我々は入会し、会を盛り上げてきたことを思い起こしていただきたいと思います。 

皆さん今年も野球を楽しみましょう。�  

そして一人は皆の為に！皆は一人の為にの心で、素晴らしい４５周年にしようではありませんか！ 

 

����年度 �球団ニックネーム�ロゴ 

 

 

���������アスリーツ�� � � � � � � � ��������ブラボーズ�� � � � � � ��������キャンディーズ��������ディーカップツー� 

監督� �山田 和司     �監督 ��海江田�眞穂   監督 ��須藤 聡之   �監督 ��鈴木 実�  

 

 

 

 

����������エクセレント�� � � � ���������フリッパーズ�� � � � � ���������ゴジラ�� � � � � � � ��������������ハングリースピリッツ� 

監督� ��石井 啓之    �監督 ��石崎 知之    監督 ��吉田 秀樹   監督 ��廣田 和英�  
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各監督 今年の抱負 

Athletes(アスリーツ)  監督 1 山田 和司 

2018 年抱負 

新年あけましておめでとうございます。 

今年は「最後まで諦めない野球」を継続しながら、「次のバッターにつなげる野球」で、大いに野球を楽しみながら、

一戦一戦勝利にも拘り、優勝を目指し、日々しっかり鍛錬して、全員がとても成長したと実感できる 1 年間にした

いと思います。よろしくお願い致します！ 

 

Bravoes(ブラボーズ)  監督 39 海江田 眞穂 

年末年始にかけ例年通り全国高校サッカー選手権大会の観戦(今回は 3 日間)に行ってきました。郷土代表チーム先

発メンバーの中に珍しい漢字三文字姓の選手がいたので、もしやあの往年の名選手(当時九州のラモスと言われた)

の子息かと思い父兄会の方に確認したところ yes でした。懐かしい思い出が甦えるとともに、コメッツだと親父と

息子が同じチームで選手どうしとしてプレーできるんだなと感慨深く思った次第です。 

 

 さて、我がチームＢは、傑出した選手は少ないものの、昨季実績、4 割打者 4 人・3 割打者 5 人を揃え 7 人で 9 本

のホームランを放つ典型的なマシンガン打線です。"以和征技"の精神(神村学園の横断幕のパクリ)でチーム一丸と

なって今季に臨みたいと思います。 

 かいえだ 

 

Candies(キャンディーズ)  監督 99 須藤 聡之 

東京コメッツの皆様「元気ですかー！」by アントニオ猪木…ではなく、Candies 監督の須藤です。 

 

2018 年度はチーム Candies だけに「春一番」のスタートダッシュを目指し、たとえ試合に敗れても相手に余裕の

「微笑みがえし」をかまし、コメッツのスローガンである「40 歳以上で野球を楽しむ会」を貫きたいと思います。 

とにかく 1 年間、怪我せず健康で皆様と共に野球を楽しめれば最高です！ 

その為には「危ない土曜日」は過ごさないで下さい♡ 

 

監督としては「普通のおじさんになりたい！」とシーズン途中で脱退者が出ないよう精進致しますので、どうか皆

さま宜しくお願い致します。 

 

Dcup2(ディーカップツー)  監督 49 鈴木 実 

コメッツの皆様、あけましておめでとうございます。 

今季 Dcup2 を預からせて頂きます、鈴木です。 

 

チーム構成は金丸重鎮を置き、入部年次の若い選手を中心に、NEW FACE 部隊となりました。 

NEW TYPE アムロ長〇川筆頭に、新風を引き起こして勝ち進みます。 

長い歴史のあるコメッツで、昨年最多失点を記録しました。 

今季も何か記録を作りたいので、Dcup2 の皆さん よろしくお願いします。 
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Excellent(エクセレント)   監督 19 石井 啓之 

東京コメッツ野球クラブに入れていただいてから毎年楽しいシーズンを過ごさせていただきました。 

いつかは運営のお⼿伝いをとは思っていましたが、今回思いもよらず監督を仰せつかり⼾惑うばかりです。 

 

Eチームはメンバーに恵まれ楽しいシーズンを送れそうです。４０才以上で野球を楽しむ会そのものに 

とにかく“楽しく”をモットーに身体に気をつけ１年間戦っていきたいと思います。 

チームの内外問わず先輩方には色々教えていただければ幸いです。 

EXCELLENT“素晴らしい”チーム目指してがんばりますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。 

 

Flippers(フリッパーズ)  監督 22 石崎 知之 

東京コメッツの皆さま新年明けましておめでとうございます。 

2018 年コスモリーグ、フリッパーズの監督を 1 年間勤めさせていただきます。 

 

新チームは若手・中堅・ベテラン選手がバランスよく揃い、 

新シーズンを迎えることが大変楽しみです。 

キャプテン布袋さんが先頭に立ってチームを引っ張って、 

メンバーの皆さんがケガなく一年間野球を楽しめることを願っております。 

 

監督二年目となりますので、少しは余裕を持って皆さんと共に野球を楽しませてください。 

では、一年間よろしくお願いいたします。 

 

Godzilla(ゴジラ)   監督 21 吉田 秀樹 

皆さまこんにちは！ 

今年度 G チームの監督を仰せつかりました吉田秀樹です。 

みなさま今年度はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

今年度の私の抱負というかモットーは 

「楽しく、気持ち良く、そして真剣に」です。 

チームのメンバー全員がコメッツ野球を本当に真剣に気持ち良く楽しんでもらえば結果はついてくると思います。 

今年の暮れはメンバーみんなで旅行を楽しむ為に、頑張りたいと思います。 

 

HungrySpirits(ハングリースピリッツ)    監督 49 廣田 和英 

監督所信表明 

2018 年度 H チーム監督を任されました廣田です。コメッツでお世話になり早 5 年目。いつの間にか優秀な人材が

たくさん増えコメッツ野球も充実感が増しました。 

 

今回コメッツ初監督ですが監督はあくまでも選手のサポート『手柄は部下に与えよ』が私の心情です。 

最大限の力を発揮させ優勝したいと思います。 
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2018 年度 チーム構成 ※赤字は監督 2018 年 1 月 20 日現在 

 

アポロリーグ    

1 山田 和司 39 海江田 眞穂 99 須藤 聡之 49 鈴木 実 

38 宍戸 敏和 4 尾崎 全宏 5 嶋田 純 2 斉藤 大作 

41 西村 均 32 畠山 智 10 嶋村 俊哉 16 大山 京 

42 山本 実 39 鈴木 智信 16 石井 公明 34 長谷川 博道 

45 石井 利光 40 大友 健一 25 高木 良三 53 金丸 和彦 

78 松本 昭仁 44 黒岩 徹 26 近藤 福仁 55 塩山 大 

82 桐山 賢一 50 山本 正昭 29 星野 一美 62 佐川 崇宣 

85 亀山 浩二 57 草深 茂雄 29 澤邊 重徳 63 氏家 一茂 

92 山本 洋一 72 吉田 利哉 30 中村 久雄 66 細川 孝修 

93 石井 建樹 77 川峯 勝巳 47 中野 文人 68 松本 英一 

94 堀内 浩一 84 水上 芳範 79 葛谷 優彦 69 馬 克和  

95 菅 明彦 86 清水 治朗 91 中村 勝浩 71 長田 智直  

97John Hoffman 87 金丸 晃久      76 木下 益方 

98 安見 信二    

  

   

コスモリーグ    

19 石井 啓之 22 石崎 知行 21 吉田 秀樹 3 廣田 和英 

0 千葉 克徳 33 藤原 範 23 田村 陽平 8 小澤 浩 

00 坂本  敏明 37 江口 忠宏 28 小室 敏幸 8 渡辺 憲司 

6 下温湯 光司 44 和田 慎一郎 33 梅原 義信 11 野内 直己 

14 井上 淳 50 小池 辰夫 46 柴田 進 12 前崎 義博 

14 関 敬一 52 布袋 誠一郎 46 宮出 健太郎 15 木村 晃 

24 加藤 輝久 54 東 寿明  51 平澤 慧一郎 26 佐藤 優 

37 池田 敬広 60 山崎 翔 59 古屋 聡 32 本中野 貴 

43 鍋倉 敏 60 木川 史弘 61 川島 大 36 矢中 明 

64 釣部 義之 70 春原 貴幸 62 上野 正二 48 佐藤 彰 

73 野坂 英明 75 小原 輝生 83 伊藤 進 55 中村 康夫 

74 鴨下 誠 88 久保田 豊男 89 朝倉 正敏 58 松本 公敏 

77 大畠 敏祐 90 渡辺 秀明 56 貞安 利光 96 実吉 利彦 

 

 


