
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コメッツ会員の皆さま、あけましておめでとうございます。今年も 1 年

間全員元気に怪我なく野球を楽しめることと共に、早く完全に以前の日常

が戻ることを祈りたいと思います。新年にあたり、事務局長と各チーム監

督から今シーズンの抱負と意気込みの言葉が寄せられています。 

 

 

近藤 福仁 事務局長 

コメッツの皆様、明けましておめでとうございます。 

この 3 年間はコロナで大変な状況下で野球好きの(嬉しい)多くのメンバーで続けてこれ

ました。まだまだ、コロナも収まりませんが皆さんの野球愛とご協力で今年もコメッツ野

球ができると信じています。今年はコメッツ創立 50周年になります。節目の年で、より

一層充実した一年にしたいと思います。先輩の方々からつないでいただいた東京コメッツ

は参加いただいた皆さんの野球を楽しみたい気持ちとご協力で続いています。 

これからもその精神と野球を愛するコメッツ仲間で野球を楽しんでいきましょう。 

今年もよろしくお願い申し上げます。 
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☆2023年度各チーム監督より 

AIiiiiiiN：藤原 範 監督 

新年明けましておめでとうございます 

監督２年目、勝負の年です 

優勝を狙うというより最終戦まで熱い戦いがしたいですね 

そんな意味を込めてチーム名を AIiiiiiN(アイーン)としました 

チームの皆さんよろしくお願いします！！ 
＜主将：廣田 和英＞ 

Bravo：森﨑 敬一 監督 

監督最後の年になり、心身共に絶好調です。キャプテンを中心に我がチーム…個々の能力

を最大限に活かし、全員の力で優勝を狙いに行きます! 

また、試合毎にチーム一丸となり美味しい🍺で反省会が出来る様なチームが理想です。   

＜主将：下温湯 光司＞ 

Cutie：鈴木 実 監督 

新年あけましておめでとうございます。 

流行り病の継続、プーチンのウクライナ進行、台中緊張、物価高騰など、２０２２年は眉

を顰める事が多かった年でした。 

コメッツの皆さんとは今年眉を下げる時間を多く共有していきたいと思います。 

人生楽しんだもん勝ちですからね。 

今季もよろしくお願いします。    Cutie 鈴木 

＜主将：山田 和司＞ 

Doraemons：大山 京 監督 

こんなこといいな できたらいいな あんな夢こんな夢いっぱいあるけど みんなみんな

かなえてくれる 不思議なバットでかなえてくれる〜♪ 

エラーをして困っても、チームのみんなが取り返してくれるよ。そんな楽しい楽しいチー

ムドラえもんズ劇場始まるよ！ 

＜主将：高島 昭治＞ 

 



EAST BOYS：鴨下 誠監督 

監督 2 年目になりますが、EAST BOYS のメンバー皆さんと一年間楽しく勝利に向かって大

好きな野球をしていきたいと思います。勝利の後は皆さんと大好きなお酒を飲み語りあう

ようなチームになれたらと思ってます。 

＜主将：貞安 利光＞ 

Fortissimo：宮出 健太郎 監督  

また新しいシーズンが始まりますね。今年も楽しい日曜日を過ごしましょう！ 

このチームで初めてメンバー全員で協力して決めたこのチーム名！皆さんの意気込みが伝

わってくるようで頼もしい限りです。 

どこでも守れて何番でも打てる、そんな選手たちに集まっていただきました。みんなで草

野球の醍醐味を満喫しましょー！ 

＜主将：鈴木 智信＞ 

Glitters：松本 英一 監督 

2023「Glitters」〜チームメイトが輝く一年に〜 

2017 年コメッツ入会から早 7年目。これまでのメンバー皆さんとのご縁とご恩により、

今季初監督を務めさせて頂きます。 

勿論、一線一線勝ちに拘るチームでありたいですが、チームメイトが輝ける一年にした

い！そんな思いがこもったチーム名です。私自身、密かに狙っていることもございます。

今季 G チームの輝かしい活躍に乞うご期待！ 

＜主将：吉村 成哲＞ 

H men：塩山 大 監督 

人生初の監督という大役を拝命いたしました。 

チーム名は“H men”としました。 

Happy（幸福）、hope（希望）、hard（熱心）そして全員がヒーロー。 

野球大好き野郎軍団、一年間楽しみましょう！ 

＜主将：ジョン ホフマン＞ 



☆2023年 チーム編成 
チーム A B C D 

監督 33 藤原範 43 森﨑敬一 49 鈴木実 16 大山京 

メンバー 3 廣田 和英 2 斉藤 大作 1 山田 和司 8 渡辺 憲司 

  4 安見 信二 6 下温湯 光司 4 尾崎 全宏 16 大山 京 

  5 嶋田 純 20 中村 久雄 11 馬 克和 26 近藤 福仁 

  26 佐藤 優 22 大友 健一 12 前崎 義博 36 矢中 明 

  28 桐山 賢一 23 田村 陽平 17 藤原 梨絵 37 江口 忠宏 

  33 藤原 範 38 細谷 まり 32 畠山 智 53 玉田 慎二 

  51 石川 淳悦 43 森﨑 敬一 49 鈴木 実 54 東 寿明 

  61 川島 大 50 山本 正昭 51 平澤 慧一郎 64 釣部 義之 

  66 杉本 竜治 69 栗原 恒男 58 田中 秀次 75 水戸部 うたり 

  84 水上 芳範 70 春原 貴幸 68 川島 義隆 89 高島 昭治 

  90 数見 貞男 77 川峯 勝巳 88 久保田 豊男 93 石井 建樹 

    79 葛谷 優彦 99 上村 進一 99 須藤 聡之 
     

チーム E F G H 

監督 21 鴨下誠 46 宮出 健太郎 10 松本 英一 55 塩山 大 

メンバー 1 貞安 利光 12 東岡 徹 00 坂本 敏明 0 千葉 克徳 

  9 川嶋 歩 16 石井 公明 7 滝沢 和彦 7 星野 一美 

  14 関 敬一 29 馬目 大輔 10 松本 英一 10 嶋村 俊哉 

  20 野坂 英明 30 木下 益方 18 宍戸 敏和 13 清水 治朗 

  21 鴨下 誠 39 鈴木 智信 19 石井 啓之 34 広中 克生 

  24 加藤 輝久 46 宮出 健太郎 27 長田 智直 35 中村 徳史 

  42 山本 実 47 中野 文人 41 西村 均 48 氏家 一茂 

  46 柴田 進 53 金丸 和彦 56 吉村 成哲 55 塩山 大 

  83 伊藤 進 60 木川 史弘 57 武藤 規正 67 荻山 慎一 

  90 渡辺 秀明 72 佐藤 志朗 71 後藤 洋一郎 68 山田 陵 

  91 松尾 大 74 高田 結史 77 大畠 敏祐 72 吉田 利哉 

  94 水野 秀導 86 佐藤 令 89 朝倉 正敏 97 J.ホフマン 

☆2022年シーズン受賞者の方々 

 

 

 

 

 

 


