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和光高校野球部「挨拶」
「時間」
「服装」そして「感謝の心」
野球部の歴史を紐解
くと、昭和５９年度の
卒業アルバムに初めて
野球部が掲載される。
総勢２３名の顔、これ
が野球部の原点であっ
た。
この年、初代主将と
なる園部英明（１１期
生）は既に３年生にな
っていた。甲子園への
夢をどうしてもあきら
めきれず、志を同じく
する数名で設立まで漕ぎ着けてから既に３年が経っていた。同好会としてスタートし
た野球部は、内田章文・青木和男を顧問として５８年に部昇格、この年の夏の大会に
出場している。和光野球部の公式デビューであった。
平成２年に赴任した坂下康弘教諭は和光高校にとって初めての野球を専門とする
体育教師であった。相変わらず恵まれない練習環境ではあったが、翌々年に着任する
蒦手克尚、岩田敦史両教諭とともに和光高校野球部の基盤を確固たるものとした。ちなみ
に蒦手は、甲子園でベスト４まで進んだ浦和市立高校の主将を務め、県ノーシードから甲
子園準決勝まで進むミラクルの原動力であった。商業科の岩田教諭も、英語科の蒦手教
諭もそれぞれ名監督の器であり（現在坂下：上尾鷹の台、蒦手：草加東、岩田：狭山経済で
それぞれ監督として選手権に臨む）他校から羨まれるスタッフであった。平成３年の選手権
初勝利を皮切りに、５年には秋季大会で初の県大会進出、７年には選手権３回戦進出と順
調に力を伸ばしてきた。このころから学校グラウンドでの練習も始まり、授業が終わるとす
ぐにユニフォームに着替え、自転車で荒川河川敷に行き凸凹グラウンドで練習していた草
創期の苦労を知らない選手たちとなった。８年にはナイターも設けられいよいよ練習に熱が
入る。県外強豪校との練習試合も多く組まれさらに実力が高まってきた。坂下の功績は、
やや低迷の感があった和光高校に、「野球部員が学校を引っ張る」という意識を植え付け

たことである。きちんとした服装、大きな声のあいさつ、授業に臨む姿勢などなど。しっかり
と今に受け継がれている。学校全体に応援される素晴らしさを生徒たちに説いてきたので
ある。
ちなみに創部以来歴代の顧問は以下の表のとおりである。
年度

顧問

昭和 59

内田

青木

60

内田

青木

61

内田

青木

62

内田

青木

63

鈴木雅

平成 元

年度
平成

顧問
13

河西

蒦手

14

河西

小林圭

森田

15

河西

小林圭

鈴木雅

16

河西

小林圭

青木

17

河西

小林圭

鈴木雅

岡本清

18

河西

小林圭

2

坂下

鈴木雅

19

河西

熊井

3

坂下

鈴木雅

20

熊井

小林圭

4

坂下

白井

21

熊井

秋山

松下

5

坂下

蒦手

岩田

22

熊井

萩原

松下

6

坂下

蒦手

岩田

23

熊井

萩原

本庄

7

坂下

蒦手

岩田

24

熊井

本庄

8

坂下

蒦手

岩田

25

熊井

本庄

岸

9

坂下

蒦手

岩田

26

熊井

岸

岩田

10

坂下

蒦手

石坂

11

坂下

蒦手

12

坂下

蒦手

小林

坂下の後を受け、平成１３年に河西竜太（現大宮東高）が着任する。
名門大宮東で甲子園に出場した河西は坂下以上の熱血ぶりでチームを成長させていく。河
西野球を象徴するゲームが平成１８年の選手権予選浦和学院戦である。
この年の埼玉は鷲宮高校を中心に回っており、高野和樹監督（現上尾高校）はエース増
渕竜義を中心とする素晴らしいチームを創り、春季県大会・関東大会で打倒私学を果たし、
夏は堂々のＡシードであった。道徳の教材や採用試験にも引用された有名な高野の「信じ
続ければ、夢は必ず叶う」は、この時のチームが題材になっている。残念ながら鷲宮は決
勝で浦和学院に惜敗し準優勝。勝負にタラレバはないが、その相手は河西率いる和光だっ
たかもしれない。それほど優勝チームを追い詰めたのだ。
以下当時の新聞記事より抜粋する。
浦和学院は７回に捕逸で追いつき、８回一死二塁から坂上が勝ち越し打を放った。和光

吉井

は終盤に逆転されたが、遠藤の２ランと後藤の好投が光った。
○「ウラガク」が初戦で負けたことがあるのか？そんな会話が現実味を帯びていった。
横綱を土俵際まで追い込んでいるのは、たった２９人の部員、小さな無名チーム、
「和光」
であった。１年生から主力であった現３年生は、２年前の夏、５回戦で浦和学院に完敗、
続く秋季大会でも当たり、コールド負けを喫している。以来「打倒浦学」を胸に刻んで
きた。それだけに抽選会で対戦が
決まった時、主将塩田は運命を感
じたそうだ。１点を追う４回、遠
藤が右翼席中段に逆転ホームラン
を突き刺した。味方の度肝さえ抜
くような特大アーチに本人も「ち
ょっと驚いた」そうだ。実は遠藤
は心疾患を抱え過度な運動は控え
るよう医者の指示が出ていた。し
かし連日の居残り３００スイング
は２年前の打てなかった屈辱を十
分に晴らした。陰の努力を知る塩田はダイヤモンドを回る遠藤の姿に「いつも最後まで
練習していた」と言葉を詰まらせる。この一発を意気に感じた左腕エース後藤が、強力
打線を終盤まで牛耳った。
「３年間のすべてをぶつけた」と真っ向勝負を挑んだ。結果勝
者にはなれなかったが完全燃焼したナインに涙はなかった。
○２年ぶりの王座奪還を目指す浦和学院の初戦は薄氷の勝利だった。試合後の森士監督
は「負けたら先はない。勝てて良かった」と語る。紙一重の勝負だった。３回から６回
まで三者凡退を繰り返し、なんとか７回に追いつき、８回に勝ち越し。「焦りがなかった
と言えばうそになる。相手のペースにはまってしまった」と勝利監督の弁。苦戦を物語
っている。
○和光ベンチには「打倒！浦学 全員野球で夢を勝ち取れ」と書かれた旗があった。対
戦が決まった後父母会から贈られ、部員全員が寄せ書きをしたものだ。７回２アウトま
でリードしていた。わずかに届かなかった勝利は後輩たちに引き継がれた。
この試合は２年前の５回戦が大きな伏線となっていた。平成１６年度のチームは多分
創部以来最強のチームであった。
１回戦 和光 ２６－０ 川本
２回戦 和光

８－１ 浦和東

３回戦 和光

２－１ いずみ

４回戦 和光

４－３ 大宮光陵

と順調に勝ち進んでいった。特に１回戦の川本戦では大会史上チーム最多盗塁３１を記録
し(現在では更新されているが）
、今でも個人７盗塁という記録は残っている。当時２年生
であった本多辰幸捕手は、翌日の新聞に取り上げられ「そんなに走ったなんて気づかなか
った。未来の人に足が速い選手って勘違いされたら恥ずかしい」と好漢なコメントを述べ
ている。河西の目指す隙なく隙を突く野球が完成されているチームであった。エース畠山
の頭脳的ピッチング、小田切、渡辺などの打撃も好調で、４回戦では９回２アウトからの
大逆転など接戦を制し快進撃を見せたが、残念ながらベスト８の壁は高く、５回戦で浦和
学院に１－９と敗れてしまった。この時の１年生たちが翌々年に浦学を追い詰めたのであ
る。選手権ベスト１６は今でも過去最高の結果であった。
現在の監督を務める熊井康二の出身校は越谷北高校である。俳優の佐藤健が卒業生とい
うことで話題になったが、実は東部地区きっての進学校でありここ数年は国公立に８０名
以上進学している。同時に熊井の時代は部活動も盛んで、大きな実績こそないが部員全員
が文武両道を掲げ一生懸命頑張るチームとして高い評価を得ていた。このチームの４番バ
ッターとして高校時代を過ごした熊井は、指導者を目指し念願叶い和光高校に赴任する。
平成１９年４月のことであった。翌年から河西の後を受け熊井のチーム作りが始まった。
平成２０年の新チームから主将を務
めた内藤勝利は和光高校野球部の４つ
の柱である「挨拶」
「服装」
「時間」
「感
謝の心」を率先して体現し、グラウン
ドでの姿勢はもちろん、学校生活にお
いても様々な場面で活躍し教員からの
期待も人一倍大きい生徒であった。野
球部での教えを胸に内藤は進路活動で
も力を発揮し、高倍率を勝ち取りＪＲ
東日本に就職。現在は運転士を目指し
頑張っている。２６年度学校案内でも中学生に向けてメッセージを掲載している。忙しい
中も後輩たちのために和高のグラウンドに来てくれ、公式戦には必ず駆けつけ励ましてく
れる。キャプテンシーに満ち溢れ。熊井を支える頼もしいＯＢの一人である。
この年に入部した佐野泰雄（現平成国際大学４年）は、球威はそこそこあるものの高校
入学後から本格的に投手に挑戦したこともあり並の選手であった。当時の野球部は人数が
少なく、今夏群馬代表として甲子園を「機動破壊」で沸かせた健大高崎高相手には９人だ
けで練習試合を行うということもあった。佐野が頭角を現したのは２年の春からである。
春季地区予選では大宮光陵高校・市立浦和高校を記録的な奪三振で完封、１５年ぶりの春

季県大会出場に大車輪の活躍をした。期待された選手権予選では初戦小鹿野高校を相手に
１８奪三振の完封劇を演じるものの、３回戦の栄北戦では中盤からスタミナ切れで打ち込
まれ、１対１１のコールド負けを喫す。この試合を機に更なる飛躍を誓い、新チームでは
内藤から主将のバトンを引き継ぎ、人一倍の努力を重ねるようになった。当時のトレーニ
ングの内容を聞くと、４キロの重りを背負い、幸魂大橋を渡って帰ってくるロードワーク
や、体育科の許可のもとで和光名物のＢコースにも重りを背負って走り込む姿があった。
トレーニング以外にも取り入れたことに「１日スリーアウト」といって、ゴミを３つ拾う
ことも始めている。佐野はその効果を「ゴミを見つけることと打者の特徴を探ることに共
通項がありピッチングにとても役に立った」と語っている。
いよいよ最終学年となる３月の横浜高校との練習試合では２桁奪三振、甲子園を制した
渡辺監督・小倉部長の両者も脱帽の快投であった。直後の春季地区予選は、猛打慶應志木
打線を完全に封じ込めるも、四死球から出したランナーの足を使った攻撃に惜敗。改めて
佐野１人に頼るようでは勝てないことを悟ったチームは、夏にむけてより一層のチーム力
アップに取り組む。そして迎えた選手権予選の初戦は好投手尾崎を擁するＣシード朝霞。
春のベスト８のチームだ。予想通りの投手戦となり和光のヒットは３人しかいない３年生
がそれぞれ放った３本のみ。相手
の猛攻を佐野を中心とする守りで
しのぎ全員野球で３－２の接戦を
つかみ取った。残念ながら続く３
回戦ではこの後ベスト８に導き、
大会の優秀選手に選ばれた所沢北
高戸谷との息詰まる投げ合いに惜
しくも０対２で敗れ佐野らの夏は
終わった。当時の試合・チームに
ついては以下の文章に詳しい。
（高
校野球ドットコム掲載コラム）

勝利を生んだやるべきことの積み重ね
正直、驚いた。
あの子たちがここまでやるとは……と感傷的にすらなった。
それほど、和光ナインは最高のプレーをした。
まずは、朝霞の最速１４２キロ右腕・尾崎亮に対して。打力のない和光打線には難攻不落
の相手に熊井康二監督の指示は「高めを打て」。これを選手たちは実行した。立ち上がり、

緊張と雨で制球の定まらない尾崎から２つの四死球で２死一、二塁。ここで五番の坂本勇
気は２ボール１ストライクから高めに浮いたストレートを狙い打ち。右中間へ先制の二塁
打を放った。３回には２死無走者から三番の佐野泰雄が１ストライクから高めのスライダ
ーを左中間へ弾き返す二塁打。続く四番の柴崎俊明は初球の外角スライダーをライト前に
運んだ。この安打で、二塁走者の佐野は果敢に本塁へ突入。タイミング的にはアウトだっ
たが、ワンバウンドの返球を捕手がこぼして貴重な追加点を挙げた。
結果的に、和光が放ったのは３人しかいない３年生が１本ずつ放った３回までのこの３安
打だけ。それでも、指示通りの打撃で結果を出したことで、選手たちは「これでいける」
という手応えをつかんだ。守っては、最速１４２キロを誇る左腕エース・佐野と柴崎のバ
ッテリーが成長を見せた。自慢のストレートとスライダー、スクリューを武器に２年春の
市浦和戦で 15 奪三振、２年夏の小鹿野戦で 18 奪三振、３年春の慶應志木戦で 17 奪三振と
公式戦のたびに 15 三振以上を奪った佐野は、大会直前の白岡との練習試合で自己最多の 22
奪三振。この日も９球団のスカウトが足を運ぶほどの逸材だ。だが、昨年までは精神面と
体力面に不安を抱えていた。マウンドでは味方の失策にイライラした表情を見せ、攻撃で
は凡打で全力疾走をしない。それが投球にも表れていた。精神面の成長や気づく力の向上
なくして投手としての成長もない。そのため、昨夏以降は１日３個のゴミを拾う「１日ス
リーアウト」を始めた。遠征先でもサボらずに継続。拾った場所などをノートにメモした。
「ゴミを拾おうと思えば、ここにゴミがあるだろうという場所がわかる。野球でも、この
打者は前の打席でここのコースが打てていないからここに投げればいいと分かるようにな
りました」
。
（佐野）
昨夏は体力不足から、振り逃げの際に捕手の悪送球で三塁まで走ったのが原因で疲れ、そ
の後に一挙８失点する苦い経験を味わった。これには、佐野自身も情けなさを実感。直後
の夏休みには、スタミナ向上のため熊井監督が自転車で並走するなか、４キロの重りをつ
けて毎日１時間のランニングを続けた。また、新チームからは主将に就任。積極的に声を
出してチームを引っ張る姿勢が
出てきた。走塁でもヘッドスラ
イディングを見せるなど、手抜
きは消え、自ら手本となるよう
に変わった。
その成果が試合に表れた。
初回はいきなり先頭の関谷佑輔
に二塁打を打たれるが、二番打
者をスリーバント失敗。盗塁で
２死三塁となるが、四番の大谷
優樹を投手ゴロに抑えた。実は、

投手ゴロを打たせる前の球が外角低めへの
素晴らしい球。佐野もベンチへ帰りかけた
ほどだったが、判定はボール。以前ならこ
の判定で崩れてもおかしくなかったが、こ
こで踏ん張れたのは精神面の成長があった
から。４回には２死一、二塁でカウント３
－２という走者自動スタートの場面があっ
たが、ここでもしっかりとけん制を入れる
など、ピンチでも周りが見えていた。スタ
ミナ面も問題なし。この日は７四死球を与
え１５３球を要したが、最後まで球威は衰
えなかった。ゴミ拾いの成果か、涼しい気
温も佐野に味方した。
また、大きな成長を見せたのがフィールデ
ィング。
１点リードの８回には、雨で足場が悪い中、
無死一塁から相手のバントを二塁で刺して
みせた。
「毎日練習していたので自信が出て
きました。２つを狙った方がチームが盛り上がると思って投げました」。（佐野）

夏の大

会前には、佐野対策として相手がバントや盗塁を積極的に仕掛けてくることを想定。毎日
バント処理練習とけん制、クイックの練習をくり返していた。準備による自信が好フィー
ルディングを呼んだ。
佐野とともに、捕手の柴崎の活躍も光った。決勝打の打撃はもちろんだが、何より成長を
見せたのが守備面。春の慶應志木戦では佐野が２安打 17 奪三振と好投しながら、一、三塁
からの重盗だけで３失点。すべて柴崎が間に合わない二塁に投げたのが原因だった。とこ
ろが、この日は２回に尾崎の二盗を刺すと、７回には２死二塁から大谷の捕手の悪送球狙
いの三盗も刺殺。「盗塁なんて刺したことがないのに……」と熊井監督を驚かせた。「前は
投げるのを躊躇しちゃうところがあったんですけど、佐野と思い切りキャッチボールして
ふっきれました。思い切って投げられました」。（柴崎）リード面でも、これまでならスト
レートで押す場面で右打者の内角にスライダーを要求する場面が目立った。初回のピンチ
での投手ゴロ、９回１死二塁で一番の関谷を空振り三振に打ち取ったのは、いずれもその
内角スライダーだった。
「前は後ろにそらすことが多くて投げられなかったんです。でも、
今は柴崎が止めてくれる。だから投げられるんです」。（佐野）信頼して投げられるように
なったのは春の大会が終わった後から。勝ちたいという思いが、柴崎を自主練習へと向か
わせていた。バッテリーが成長してのシード校相手の勝利。

だが、それだけではない。
９回にはこんな場面があった。８回裏の攻撃で１死一塁から柴崎が併殺打。相手に勢いを
与えるきっかけになるうえ、走者が投手の佐野。佐野がベンチで休む間もなくマウンドに
上がらなければならないこともあり、嫌なムードが漂った。だが、佐野が投球練習を終え
たところで、サードの赤嶺恭平がタイムを要求。マウンドに内野陣が集まり、笑顔が見ら
れた。嫌な予感を断ち切り、休む間を取るという意味でも最高のタイミングでのタイム。
この“間”は大きかった。
「
『みんなで元気出していい顔でやろう』と言いました。
『最後の
回だし、みんなの気持ちをひとつにして楽しみましょう』と」。（赤嶺）
この他にも、レフトの長谷川圭輔が素晴らしいカバーリングをしていた。とりあえずカバ
ーにいっている、というのではなく、ボールと野手の延長戦上までダッシュ、しかもフェ
ンス際でしっかり待っている。
「いつでもボールさんいらっしゃい」という姿勢ができてい
た。
春の埼玉県大会ベスト８、C シードの朝霞に対し、もう一度やれと言われてもできないよう
な最高の試合。それでも、何試合かに一回の試合を公式戦でできたのには理由がある。
それは、それぞれがやるべきことをしっかりやっていたから。部員 20 人。３年生は３人し
かいない。20 人のうち、ケガや転校してきた関係でベンチ入りできない選手がいるため、
実質は 16 人で戦っている状態だ。人数的、能力的にできることは限られているかもしれな
い。それでも、やるべきことをしっかりやれば、必ず結果は出る。佐野を擁しながら、秋、
春ともに地区初戦敗退だったチーム。
試合後、熊井監督はこう言って選手たちを称えた。
「３万点満点です」
。
新チーム結成以来、初めての勝利は、佐野だけではなく、全員でつかんだものだった。
（文＝田尻 賢誉）
翌年佐野はプロを目指し大学へ進学、エースとして活躍、今春のリーグ戦では最多勝投手、
ベストナインの２冠に輝いている。

その後の野球部は、人数こそ少ないも
のの、佐野以降の主将（Ｈ２３長谷川、
Ｈ２４米田、Ｈ２５市川・本多、Ｈ２６
沓沢、現在は相場）を中心に、４つの柱
のもと全力疾走・全員野球で誰からも応
援されるチームを目指して練習に励ん
でいる。

このところの成績をまとめると、平成２３年の選手権予選は大宮開成に１１対１コール
ド勝ちで進むも続く市立浦和戦では２対３、９回サヨナラ負け。２４年の夏は４回戦進出
を掛けた川口青陵との試合で３対４延長１０回サヨナラ負けと２年連続でサヨナラ負けを
喫し引退となった。主将を市川・本多と２
人体制を敷いた平成２３年～２４年は、秋
季地区予選では地区代表を掛けて後のセン
バツで全国制覇を成し遂げた浦和学院高校
と対戦。主戦小島の前に零封され、７対０
で敗れている。春季地区予選はこの年の選
手権予選でベスト１６の県立川口高校に１
対２で惜敗。最後の夏は、１回戦の小川高
校戦で９回逆転サヨナラ勝ちを収め、続く
２回戦鴻巣高校では代打丸山の幻の逆転３
ランホームラン（結果は３塁打）が飛び出し、５対４で逆転勝ち。ベスト１６を掛けた市
立川口高校戦では先制するも追加点が奪えず、相手に逆転されてしまい１対４で敗れる。
上尾市民球場で行われたこの試合には、教職員・生徒・保護者・ＯＢ・ＯＧと本当にたく
さんの方々が足を運んで下さり、敗れはしたものの和光高校の団結力の強さを感じる一戦
であったと聞いている。
その秋からの新チームでは、部員不足により岩槻北陵高校との合同チームとなるが、練
習が思うようにできないなどの不安を感じさ
せないチームぶりであった。１年生が入部し
単独で挑んだ今夏の選手権予選では、好投手
菅原を擁する大宮西と対戦した。大方の予想
に反し和光打線は菅原を攻略し降板に追い込
む。しかし、２番手投手を打ちあぐね、６回
以降は相手打者が奮起し、結果２対５での敗
戦となった。新チームも人数不足により新座
高校との合同チームであるが、主将の相場と
もう１人の２年生・勝山を中心に日々の練習
に励んでいる。夏季休業中に行われた新人戦ではシードを決める試合で武南高校と対戦。
敗れはしたが、５対７と接戦を演じ、安打の数に至っては相手を上回る１２本を放った。
次を期待させるゲームであった。
昨今は部員不足に悩む和光高校野球部であるが、歴代の顧問とＯＢから脈々と引き継が
れている伝統は今もなお、確かに息づいている。学校のグラウンドで野球ができるという
環境と多くの方々の応援を感謝の心に換え、今日も甲子園を目指し汗を流す野球部である。

