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球 春 近 し ！ 

暦の上ではもう春です！いよいよコメッツのオープン戦も近づいてきました。 

今年はどこのチームが優勝するのか？ 

個人タイトルは誰が獲るのか？等々 思いを馳せながら自他のチームの打撃オーダーや守備位置を 

想像し、ワクワクして夜眠れないのは私だけでしょうか？？ 

 

★コメッツに頼もしいトレーニングアドバイザーが入団！  

今期から東京コメッツ特別会員として体育科学博士 伊藤 博一（いとう ひろかず）さんが入団

されました。伊藤さんは東京大学大学院身体運動科学研究室にて助教授を努める本格的なトレーニン

グアドバイザーです。 

投手の肩の障害のメカニズムについて独自理論を持ち、適切なリハビリやトレーニングについて一家

言を持っています。この度吉田会長からの依頼を快諾して下さり、実際のプレーはしませんが、コメ

ッツにトレーニング相談役として入団されました。会員の皆様がより効率的で正しいトレーニングを

行うために一役買ってくれることと期待されます！ 

★会員情報  

●新入会員    萬田 裕幸（まんだ ひろゆき）さん ＪＢチーム所属 背番号 47   

        昭和 36 年 4 月 7 日生まれ（47 歳）戸村 真二さんの紹介 

      またまた 40 代の期待の若手が入会しました。新人王候補が目白押しです！  

●背番号変更 

       渡辺 憲司（わたなべ けんじ）さんの背番号が３８番から８番に変更にな 

りました。新背番号でさらなる飛躍を！             

★運営委員会から 

●2010 年度第 2 回コメッツ運営委員会 

２０１０年度２度目のコメッツ運営委員会が新宿区内で行われました。 

2 月 7 日（日）15：00～17：00（予定） ルノアール新宿 3丁目ビックスビル地下 2階店会議室 

今回も白熱した議論が行われ、終了したのは予定時間を 90 分以上超過した 18 時 40 分でした。 

＜出席者＞ 

吉田会長 柳澤事務局長 関委員 和田委員 星野委員 近藤委員 豊田委員 野内委員 

 平林専門委員 田村監督会副議長 木村豊ホームページ担当委員（以上 11 名） 

＜主な議題＞ 

１） ２２年度試合日程・オープン戦､公式戦（田村監督会副議長）    

２２年度オープン戦及び公式戦日程が監督会にて決定され田村田村監督会副議長から発表が 

ありました。（別紙２０１０年公式戦日程表参照） 

コメッツニュース 
COMETS NEWS 



２） 外苑球場情報（吉田会長） 

４月１１日、４月１８日の２日間神宮外苑野球場が吉田会長の尽力により確保出来ました。 

引き続き９月及び１０月にも確保出来るよう交渉を続けるということです。 

 

３） 開会式手順について（柳澤事務局長）              

例年通リ第２試合と第３試合の間（12：40～13：10）に行うことが確認されました。 

詳細はニュース本文「開会式について」参照 

始球式参加者を４名募集する旨をコメッツニュースに掲載することになりました。 

 

４） ２２年度試合内規について（田村監督会副議長）          

２２年度東京コメッツ試合内規が監督会にて論議され、改訂案が田村監督会副議長より提案され、

役員会にて承認されました。 

＜主な改訂点＞ 

Ｇ会員という会員資格が今年度からなくなった為、Ｇ会員に関わる試合内規の部分を削除しまし

た。 

助っ人制度について 「兄弟チームからの助っ人人数は本メンバーを上回ってはいけない。」とい

う文言を追加しました。 

「兄弟チームからの助っ人は自由に監督が選任出来ることとする。」という文言を追加しました。 

シニアからジュニアへの助っ人に関してもバッテリーは不可としました。 

※別紙２０１０年度試合内規参照 

 

５） ２２年度表彰項目について（豊田委員）                   

基本的には昨年の表彰項目と同じ項目となりましたが、関委員より救援投手を表彰してはどうか

という提案があり特別表彰項目として今期から救援投手の表彰項目を追加することになりました。 

  表彰項目は以下の通り（ジュニア シニア共通） 

  ＜チーム賞＞ 優勝メンバー全員 

＜打者部門＞ 打率上位３名 本塁打王 打点王 盗塁王 最高出塁率  

  ＜投手部門＞ 最多勝利 防御率１位  

＜捕手部門＞ 最優秀捕手 

＜新人部門＞ 最優秀新人 

＜特別賞＞  最優秀救援投手 通算打席数 通算安打数 

 

６） ２２年度長野生涯野球について（星野委員）              

現在前任者 増田香前専門委員より引継ぎ中。「詳細は引継ぎ終了後に通達致します。但し参加者

が何名くらい集まるかということをあらかじめ把握しておきたい」という説明がありました。 

 

７）２２年度試合・練習ボール運用ルール説明（近藤委員）       

  近藤委員より練習球、試合球の在庫明細表が配られ、現在の各チームのボールの在庫の詳細が明

らかになりました。Ａ球は関委員より今年度も寄付して頂くことになり、試合球も必要充分な数

になります。 

  Ｂ球は試合用の新球が不足していますので不足分は購入することになりますが、今年から近藤委

員により試合球、練習球がしっかり管理されますので無駄がなくなると期待されます。 

会員の皆様もボールの無駄をなくすよう是非協力して下さい。 



８） 今後のホームページ運用について（野内委員 木村ホームページ担当委員）       

野内委員より今後のホームページ運用にて提案がありました。今後東京コメッツホームページは

木村豊ホームページ担当が引き続き担当しますが、ホームページは広報の管轄としコメッツニュ

ース発行と同じタイミングで更新する（コメッツニュースをホームページトップに掲載する）事、

及び現在リニューアル中のホームページは３５周年記録誌で使用されたファイルを最大限活用し、

早急に内容を充実させることが確認されました。          

 

９） グラウンドについて （豊田委員） 

東京海洋大学のグラウンド（江東区門前仲町）が豊田委員の会社の名義で申し込む事が可能だと

いうことです。９月、１０月の日程の空いているところで確保する事が出来るか、豊田委員に確

認してもらうことになりました。 

このような情報が欲しいのです！ 

会員の皆様でグラウンドに関する情報があれば是非是非お寄せ下さい。 

グランド調査副委員長 関 敬一 090-9015-4326  

または 広報担当 野内 直己 090-2728-8903 laxlassfo2000@yahoo.co.jp まで！ 

    

★スコアブック講習会について 

  柳澤事務局長より発案のスコアブック講習会が２月１４日（日）13：00～15：00 ルノアール新

宿 3丁目ビックスビル地下 2階店会議室にて下記の要領で行われます。本誌がお手元に届く頃には

滞りなく終了し、出席者は大きな収穫を得られたことでしょう。                  

 講師：名雪順一 

 1）受講予定者                               （敬称略） 

チーム 名  前 計 

ＳＡ 数見 平林 水野 木村義 町田 5 

ＳＢ 小林 島本    2 

ＳＣ 平澤     1 

ＳＤ 本間 長濱    2 

ＪＡ 北浜     1 

ＪＢ 長尾 近藤 中村勝   2 

ＪＣ 大畠 古川 金丸 栗原 野内 5 

ＪＤ      0 

運営委員 吉田会長     1 

進行役 柳澤     1 

合計 21 

2）タイムスケジュール 

  13：00

～13：05 

13：05～14：

00 

14：00～14：
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14：10～14：
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14：55～15：

00 

開講挨拶 

吉田会長 

講義 

名雪 

休憩 講義 

名雪 

閉講挨拶 

吉田会長 

【室内禁煙】 

3）役員が準備する物 スコアシート 



★開会式についてのお知らせ 

今年度も公式戦開幕日に開会式を行います。 

 ３月７日（日） 於 大井グランド 

今年度も昨年同様第二試合と第三試合の間に開催します。 

○9:20～10:50  第一試合ＳＡ対ＳＢ 

○11:05～12:35 第二試合ＪＡ対ＪＢ 

○12:40～13:10 開会式(式次第別記) 

○13:20～14:00 第三試合 JＣ対ＪＤ 

○15:05～16:35 第四試合ＪＤ対 JＣ 

  

メンバーの皆様は定時になりましたらバックネットに向かって下図のようにご整列下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（式次第：司会 野内運営委員） 

 開会宣言 吉田会長 

 事務局長挨拶 柳澤事務局長 

 監督会議長挨拶 小林監督会議長 

 審判員挨拶 外苑審判クラブ 

 優勝旗返還 前年度優勝チームＤ監督（名雪 順一さん） 

 新人紹介 吉田会長 

 選手宣誓 前年度優勝チームＤ主将（星野 一美さん） 

 閉会宣言 野内運営委員 

●始球式の出場者募集！ 

     例年どおり４試合ともに始球式を行いますので、４名募集します。（先着順で） 

     運営委員の野内運営委員（03-5979-2821 090-2728-8903）までご連絡下さい。 

     会員の家族（男性・女性・子供・孫）の方、申し込みを待っています！ 

★還暦会員資格について 

昨２００９年度総会にて木川前事務局長が発案し、承認された還暦会員資格の２０１１年度以降資

格失効につきまして今一度解説致します。還暦リーグに参加出来るのはコメッツの正会員であること

を前提とするという主旨で、今年度２０１０年は移行期間として最後の年となります。 

来年２０１１年度からは還暦リーグのみの会員資格は認められません。 

コメッツの正会員になったうえで還暦リーグに参加して頂きますようお願い致します。 

 

役
員 

ＳA・ＪA 

   ＳB・ＪB 

        ＳC・ＪC 

              ＳD・ＪD 



還 暦 情 報 

  
 22.2.8 

１）【東京都還暦連盟】 

 ①平成２２年チーム役員登録名 
 チーム名：東京コメッツ野球クラブ 
 代表  ：吉田宣孝 
 理事  ：木川史裕 
 監督  ：平林襄 
 主将  ：伊藤住夫 

 連絡係り：石川清明（Ｐリーグ監督） 

 ②会議・行事予定 

 ＊常任理事会   ：１月２６日（火）武蔵野公会堂 

 ＊常任理事会   ：２月５日（金）武蔵野公会堂 

 ＊総会・理事会   ：２月１２日（金）三鷹産業プラザ 

 ＊Ｐリーグ打合せ会：２月１２日（金）三鷹産業プラザ 

 ＊新年会     ：２月１３日（土）三鷹産業プラザ 

＊ 審判講習会   ：２月１７日（水）９：００三鷹・野川球場 

          還暦会員の多数のご参加をお願い申し上げます。              

 ＊常任理事会   ：２月２３日（火）武蔵野公会堂 

＊理事会     ：３月４日（木）武蔵野公会堂 

 ③リーグ戦予定 

 ＊Ｐリーグ開幕  ：３月１０日（火）都内各球場 

 ＊春季リーグ戦開幕：３月１３日（土）都内各球場 

  

２）【東部地区リーグ】 

 ①２２年リーグ戦予定 

 ＊前期：５月～８月   後期：１１月～１２月 

 ②グランドの件 

  三郷市の北公園グランドが使用出来る様になりました。江戸川の河川敷の旧朝日新聞グラン 

 ド７面８面予備９面。朝８時～１６時（夏季は１９時まで） 

以上 

 

 

 


