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令和２年度ＯＢ会費納入の御礼及び現役の戦況概要について 

 

 秋涼の候 ますますご清祥のこととお喜び申しあげます。 

 日ごろから、ＯＢ会及び現役の活動に応援いただき、ありがとうございます。 

 さて、ＯＢ会の会費納入につきましては、８月２７日現在で、別添のとおり、多数

の方から納入いただきました。 

 今年度については、例年多大なるご支援をいただいている岡田民雄様に加え、ミス

タープロ野球長嶋茂雄様からも、多大なるご支援をいただきました。また、お亡くな

りになられた昭和４２年卒業の故花島仁嗣様のご遺族からも、「本人の遺言」として、

多大なるご支援をいただいたところです。 

 いただきました会費は、現役選手への支援とＯＢ会の発展のため、有効活用させて

いただきます。誠にありがとうございました。 

 なお、会費納入をすっかりお忘れになっていた皆様におかれましては、同封の用紙

を活用し、極力、１０月末日までに、納めていただければ幸いです。 

 

 ところで、現役の活躍については、各種報道やＨＰ等でご存知かと思いますが、今

回、コロナ禍での無観客試合となりましたので、改めて、紹介いたします。 

 

 今夏は、「2020 夏季千葉県高等学校野球大会」と銘打った特別な大会。 

 地元佐倉市「長嶋茂雄記念岩名球場」にて、ＣＡＴＶ２９６社が全試合生放送。 

 本大会の成績 

  ２回戦 対四街道北高校 ○ １２－０（７回コールド） 

  ３回戦 対八千代高校  ○  ８－６ 

  ４回戦 対中央学院高校 ●  １－８（８回コールド） 

 限られた厳しい条件の中で、持てる力を充分に発揮いたしました。 

 

 早いもので、新チームの秋季大会も開催されています。 

 ブロック予選の成績 

  １回戦   対佐倉東高校○ ２０－ ０（５回コールド） 

  代表決定戦 対八千代高校○ １２－１０（延長１０回） 

 県大会抽選会：９月１１日  県大会：９月１９日から 



１ ＨＰについて 

 昨年度から、ＨＰを立ち上げましたので、ご覧いただければ幸いです。 

  https://dousoukai.site/sakura-hs-baseball-club/ 

 

 なお、昭和卒業の先輩方につきましては、総会等各種資料の紙要望が非常に多いこ

とから、郵送を継続いたします。平成元年卒業以降については、経費節減の見地から、

今までの印刷・郵送を改め、ＨＰにて掲載することといたします。 

 

２ ＯＢ会費の納入について 

 ① 振込先  ※ 未納の方のみ、振込用紙同封してあります。 

    郵便局 口座番号 ００１９０－９－４４１２８ 

    口座名 佐倉高校野球部ＯＢ会 

 ② ＯＢ会費基準額  一般５，０００円以上、学生３，０００円以上 

 ③ 納入期限     令和２年１０月末日 まで 

 なお、総会の決議により、過去１０年間一度も会費の納入がない方、各種案内に返

答のない方は、通信費の都合から定期通信は保留します。 

 

３ 千葉県高等学校野球ＯＢ連合会 第４１回野球大会 

 本年は、コロナ禍という状況のため、大会自体が中止となりました。 

 若手もベテランも、次年度以降、奮ってご参加ください。 

 

４ 佐倉高校野球部ＯＢ会 第２２回ゴルフ大会について 

 本年は、コロナ禍という状況から、非常に残念ですが、中止いたします。 

 

 結びにあたり、皆さまのさらなるご健勝とご多幸をお祈り申しあげます。 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 高 橋 慎 一（Ｈ０１）080-5431-9008 

 中 村 康 男（Ｓ４１）043-248-0718 

 井 原 慶 一（Ｓ４４）043-485-5641 

 加賀谷   均（Ｓ５１）090-3471-6339 

 向 後 貴 大（Ｈ２１）080-5415-7875 

 

https://dousoukai.site/sakura-hs-baseball-club/


令和２年度 会費納入者一覧 

（令和２年８月２７日時点） 

 

岡田 民雄 特別 加藤 哲夫 Ｓ２５ 横山金治郎 Ｓ２７ 中川  寛 Ｓ２７ 

長嶋 茂雄 Ｓ２９ 掛端 正敏 Ｓ３０ 鈴木 英美 Ｓ３０ 寺田 哲夫 Ｓ３０ 

関  隆一 Ｓ３２ 栗原 圭佑 Ｓ３２ 生形 孝夫 Ｓ３２ 齊藤 敏男 Ｓ３５ 

平川 剛也 Ｓ３５ 鈴木満寿男 Ｓ３５ 岩井 亮蔵 Ｓ３７ 櫻井  誠 Ｓ３７ 

莇  英雄 Ｓ３８ 知脇 悦雄 Ｓ４１ 中村 康男 Ｓ４２ 花島 仁嗣 Ｓ４２ 

山下  等 Ｓ４２ 山田 昇市 Ｓ４２ 伊東三千男 Ｓ４３ 細谷  憲 Ｓ４３ 

和田 博一 Ｓ４３ 井原 慶一 Ｓ４４ 光野 勝雄 Ｓ４４ 檀谷 久明 Ｓ４４ 

阿部  明 Ｓ４５ 根本 文雄 Ｓ４５ 遠藤 辰男 Ｓ４５ 渡辺 俊夫 Ｓ４６ 

岩澤  優 Ｓ４７ 内海 誠一 Ｓ４７ 黒川 賢一 Ｓ４７ 山嵜 義之 Ｓ４７ 

五十嵐清夫 Ｓ４９ 高橋 好正 Ｓ５０ 赤荻 修一 Ｓ５１ 加賀谷 均 Ｓ５１ 

加茂 久男 Ｓ５１ 長島  正 Ｓ５１ 村山 茂昭 Ｓ５１ 矢野 義春 Ｓ５２ 

石井 光人 Ｓ５３ 鈴木 茂実 Ｓ５３ 塚本 学 Ｓ５３ 藤井  隆 Ｓ５３ 

大久保 斉 Ｓ５４ 山中 一憲 Ｓ５４ 金親 浩彦 Ｓ５５ 依田 正之 Ｓ５５ 

小田 直子 Ｓ５５ 山田 善造 Ｓ５８ 勝又 宏 Ｓ５９ 佐藤 秀明 Ｓ５９ 

佐方 俊幸 Ｓ６０ 生形 知久 Ｓ６１ 久保田 聡 Ｓ６２ 内田 朝雄 Ｓ６３ 

相馬  功 Ｓ６３ 今村 良孝 Ｈ０１ 牛川 孝正 Ｈ０１ 木下 俊英 Ｈ０１ 

高橋 慎一 Ｈ０１ 玉田 隆之 Ｈ０１ 村山 英樹 Ｈ０１ 矢島 浩義 Ｈ０１ 

中尾 信一 Ｈ０３ 青木  貴 Ｈ０４ 長谷川卓昭 Ｈ０８ 櫻井悠紀子 Ｈ１０ 

門間 太輔 Ｈ１１ 渡邊 裕樹 Ｈ１３ 伊藤 晋平 Ｈ１４ 新井 宏治 Ｈ１５ 

中村 達也 Ｈ１５ 内田 知輝 Ｈ１６ 長谷川祐紀 Ｈ１７ 飯塚 一路 Ｈ１８ 

岩渕 健一 Ｈ１８ 佐治 亮輔 Ｈ１８ 岩橋 一樹 Ｈ１９ 伊ヶ崎哲平 Ｈ２１ 

向後 貴大 Ｈ２１ 佐治 俊輔 Ｈ２１ 馬場 拓弥 Ｈ２１ 渡部 亮 Ｈ２１ 

秋山裕太郎 Ｈ２２ 関  亮太 Ｈ２２ 原 潤一郎 Ｈ２２ 福井 貴恵 Ｈ２２ 

嘉瀬 尚弥 Ｈ２３ 高橋 直樹 Ｈ２３ 大川 恭一 Ｈ２４ 藤崎 耀之 Ｈ２４ 

石塚 拓巳 Ｈ２５ 八田羽謙一 Ｈ２５ 秋山誠志郎 Ｈ２７ 乙部 滉陽 Ｈ２８ 

真野 勇樹 Ｈ２９ 横沢 颯大 Ｈ２９ 高柳 周 Ｈ３０ 春山  怜 Ｈ３０ 

石井 達也 Ｈ３１ 上水流和輝 Ｈ３１ 木内 琳央 Ｈ３１ 野間口友哉 Ｈ３１ 

飯野 颯良 Ｒ０２ 大家 滉平 Ｒ０２ 齋藤 正貴 Ｒ０２ 須賀澤悠斗 Ｒ０２ 

髙𣘺 駿輔 Ｒ０２ 安田 悠真 Ｒ０２     

 


