




Baseball

● 監　　督／角尾 貴宏
● 活 動 日／月～金（14：00～19：00）、土（9：30～17：00）、
　　　　　   日（9：00～17：00）、休日（週１日）
●  活動場所／金沢学院大学総合グラウンド、第2屋内練習場
●  部 員 数／108人

硬式野球部

CLUB SPORTS GUIDE 

Schedule
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北陸で優勝11回
全国大会４回出場

掲げており、あいさつ、返事、身だしなみなどのマ
ナーの徹底を図っている。
　１５年には卒業生の長谷川潤選手が読売巨
人軍に入団し、本学初のＮＰＢプロ野球選手とな
った。全員野球をモットーに、北陸制覇、そして全
国大会に向けて一丸となっている。

　１９９６年に創部し、翌年の秋季から北陸大学
野球1部に昇格して以来、春、秋の各季リーグ戦
で計１１回の優勝を重ねている。２０００年秋には
明治神宮野球大会に出場したほか、春の全日本
大学野球選手権大会に３回出場、１０年には２回
戦に駒を進めた。
　将来、社会で活躍する「ひとづくり」を目的に

・ 北陸大学野球春季リーグ戦

・ 北陸大学野球秋季リーグ戦

・ 北陸大学野球春季リーグ戦

・ 春季強化合宿

・ 強化遠征試合

・ 金沢市長杯争奪
  石川大学野球定期戦

・ 北陸私立大学野球選手権大会

・ 北陸大学野球秋季リーグ戦
・ 東海・北陸・愛知三連盟王座決定戦

・ 明治神宮野球大会

・ 全日本大学野球選手権大会
・ 北陸大学野球新人戦
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年間スケジュール



硬式野球部 BaseballCLUB SPORTS GUIDE 

Message

Message

05 06

和歌山県立和歌山商
業高卒。金沢学院大
に進学し、学生コーチ・
主務として全日本大学
野球選手権大会に出
場。2011年から現職で、
学生寮監督も務める。

【コーチ】 【コーチ】

1994年春のセンバツで
金沢高校の完全試合
達成の際、二塁手として
出場。金沢学院大に進
学し、野球部の創設に
加わり、西濃運輸を経
て2008年から現職。

【コーチ】
幡谷 大介 辻 大樹 五島 裕二角尾 貴宏

金沢高、東北福祉大卒。三塁手と
して甲子園に３度出場。大学3年次
には大学日本一、4年次には選手
権大会、明治神宮大会ともベスト８。
社会人野球の西濃運輸を経て
1997年から現職。

山梨学院大附属高卒。
1994年オリックスにド
ラフト3位指名。投手と
して入団し、後に打者に
転向。強打の内野手と
して一軍で活躍した。
2005年現役引退。

屋内練習場
雨天時、冬期間に使用。４カ所で打撃練習が
でき、３人同時に投球練習を行うことも可能。 野球部寮 自宅通学以外の野球部員は全寮制となっている。

人工芝球場
2018年に石川県内初となる人
工芝球場に改修された。両翼96
ｍで外野は全て人工芝となり、夜
間照明も取り付けられている。

ピックアップ選手

マネージャーのメッセージ

松井 友飛 
経営情報学部・経営情報学科・2年
石川県立穴水高校出身

ピッチャーをしています。クラブの魅
力は、施設が充実していることです。
野球部専用グラウンドをはじめ、屋
内練習場やウエイトトレーニング場
など、天候に左右されずに野球に打
ち込めます。そして「食」に困らない
点です。朝夕は、提携する食堂で食
事でき、昼は学生食堂で栄養満点
の「アスリートランチ」を食べます。
個人の目標は150キロを出すこと。
仲間と切磋琢磨しながらレベルアッ
プしていきたいです。

施設が充実、「食」にも困らない

佐野 亜知 
人間健康学部・スポーツ健康学科・4年
和歌山県・和歌山東高校出身

チームとして技術だけでなく、人間
力を磨いて全日本野球選手権での
勝利を目指しています。常に先頭に
立ち、全員とコミュニケーションを取
るように心掛けています。高校時代
と比べ、さまざまな方と関わる機会
が多く、マナーや気遣いなど細かな
部分で成長できたと感じます。教職
に関する勉強や多様な資格も取得
することができる学校です。

出会い多く、マナー身に付く

　チームスローガンを毎年掲げており、２０１９

年は「躍進」。チーム一丸で自覚と責任、そして向

上心を持って練習に臨んでいる。東北福祉大

学時代に全日本大学野球選手権大会で日本

一、社会人野球の西濃運輸時代に都市対

抗野球大会で準優勝を経験した角尾貴宏監

督の指導方針である。元プロ野球選手の五

島裕二氏も投手コーチとして指導する。

　野球を通じて知り合った仲間は一生の宝

（財産）であり、その仲間とともに「全国制覇

を達成するにふさわしい組織づくり」を進めて

いる。そのためには、部員らが大学野球人とし

ての自覚と誇りを持ち、切磋琢磨することが

重要であると心得ている。これはグラウンドだ

けにとどまらない。キャンパス内でも他の学生

の模範となるべく、部指定の制服を着用し、

毎朝、始業前に部員全員が中庭に集まり、

点呼を行っている。

　創部２４年目の今年、北陸の地から全国に

向けて新たな伝統を創る覚悟だ。

大学野球人の
自覚と誇りを持ち切磋琢磨

卒業生の主な就職先

スポーツ健康学科 ㈱ローソン
 ウエルシア薬局㈱
 大和ハウス工業㈱
 大東建託パートナーズ㈱
 ㈱苗加不動産
 アルヒ㈱ 
 富源商事㈱

日本 文 学 科  北川ヒューテック㈱
経営システム学科 サイバートラスト㈱
 ＪＡ中河内
 ㈱ネクサスエージェント
 セントラルメディカル㈱
 ㈱武蔵野銀行
 ジェイエフエフシステムズ㈱

スポーツ健康学科 山岸運送㈱
 綜合警備保障㈱
 ㈱コマクソン
 渡辺パイプ㈱
 長野県教育委員会
 名鉄協商㈱

■ 北陸大学春季リーグ戦（4～5月）
 ＞＞ 1部リーグ 2位（8勝4敗、勝ち点4）

■ 北陸大学野球連盟新人大会（7月）
 ＞＞ 優勝（決勝6－1 金沢大）

■ 北陸大学秋季リーグ戦（9～10月）
 ＞＞ 1部リーグ 3位（6勝5敗、勝ち点3）

2018
■ 北陸大学春季リーグ戦（4～5月）
 ＞＞ １部リーグ ２位（８勝３敗、勝ち点４）

■ 北陸大学野球連盟新人大会（７月）
 ＞＞ （２回戦：１－２ 金沢星稜大学）

■ 北陸大学秋季リーグ戦（9～10月）
 ＞＞ １部リーグ ２位（８勝４敗、勝ち点４）

■ 東海･北陸･愛知三連盟王座決定戦（10月）
 ＞＞ 準々決勝（１－５ 日本大学国際関係学部）

2017
主な戦績
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GolfCLUB SPORTS GUIDE 

Golf

● 監　　督／太田 憲治
● 活 動 日／月～金（１7：0０～１９：００）、土・日（１4：００～１８：００）
　　　　　　休日（不定期）
● 活動場所／片山津ゴルフ倶楽部、花里ゴルフなど
● 部 員 数／男8人

ゴルフ部

CLUB SPORTS GUIDE 

Schedule全日本学生選手権へ
「片山津」で技術を磨く

　平日は大学近くのゴルフ練習場、週末は名門・片山津ゴルフ倶楽部でラウンドという
練習環境を活かし、各種競技会への出場経験を積みながら技術向上を目指している。
　２０１７年には中部の予選を突破し全国大学ゴルフ対抗戦に初出場、２０１８年には中
部学生ゴルフ選手権優勝者を輩出した。

61 62

・ ４月定例会　
・ 中日杯中部学生ゴルフ選手権

・ 中部学生新人戦　
・ 秋季中部学生１部対抗戦
  兼信夫杯日本大学対抗戦予選

・ 中部アマチュア　
・ 春季中部学生１部対抗戦

・ 中部オープン　
・ 北陸オープン　
・ 日本オープン地区予選

・ 中部学生選手権
・ 日本学生選手権

・ 10月定例会
・ 朝日杯日本学生選手権

・ 会長杯中部学生選手権

・ ６月定例会　
・ 全国大学対抗戦　
・ CBCテレビ杯中部学生
  マッチプレー選手権
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年間スケジュール

卒業生の主な就職先

美 術 学 科  ㈱オスカーＪ.Ｊ経営システム学科 ㈱丸菱　
 石川日産自動車販売㈱

■ 石川県アマチュアゴルフ選手権
 ＞＞ 優勝

■ 中部学生ゴルフ選手権
 ＞＞ 優勝

■ 日本学生ゴルフ選手権
 ＞＞ ７位

■ 福井国体ゴルフ競技
 ＞＞ 出場選手３名中２名は本学ゴルフ部員

2018
■ 中部学生ゴルフ春季１・２部大学対抗戦
 ＞＞ １部 ３位

■ 全国大学ゴルフ対抗戦
 ＞＞ 出場

■ えひめ国体ゴルフ競技
 ＞＞ 出場選手３名はすべて本学ゴルフ部員

2017
主な戦績

福井県立福井商業高、岐阜
経済大卒、大阪体育大学院
スポーツ科学研究科（修士
課程修了）。2018年度から
金沢学院大ゴルフ部部長。
現在、金沢学院大人間健康
学部スポーツ健康学科助教。  

【部長】
棟田雅也太田 憲治

指定練習ゴルフ場である片山津ゴル
フ倶楽部（北陸観光開発）の代表
取締役を務める傍ら、ゴルフ部監督
として学生の技術向上をサポートして
いる。

監督

土肥 龍星
文学部・文学科・１年
福井県・北陸高校出身

レベルの高い練習ができる環境が
整っており、充実した競技生活を送
っています。文学部文学科の英米
文学専攻に在籍しているので、英
語力を磨いて海外でも活躍できる
ような選手を目指しています。全国
大会優勝を目標に練習に取り組み、
ゴルフの楽しさも広めていきたいと
思っています。

英語力磨き「海外で活躍」

 Pick up
ピックアップ選手
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	clubguide2020_35-38_ソフトボール_ol
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