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・硬式野球部運営方針 

横須賀工業高等学校硬式野球部（以下県工野球部）は工業高校として野球を通して社会人になるために必

要な基本的生活習慣の定着や物事に対して本気・真剣に取り組むことを重要視して活動しています。野球

に対し、本気・真剣に取り組むことによって物事を考える力が身に付き周囲に気配りができるようになると考

えています。また、県工野球部では、チーム全体はもちろんのこと個人の実力を伸ばす時間もしっかりと確

保しています。顧問に気軽に相談できる環境での自主練習、部員一人ひとりとの個人面談（最低年３回）、

月に１度の外部トレーナーの指導等があります。野球部の活動はあくまで学校生活の一環であり、学校の

勉強で追試・補習がある場合はそれを優先しています。当然その間にレギュラーを取られることもあります。

野球部の活動と勉学を両立することは大変ですが、その分一般生徒では経験できないことや希望の進路を

実現することもできます。中学生の皆さんにはぜひ一度県工野球部の活動を見ていただき、一緒に野球が

できることの楽しみを体感していただきたいと思います。 

 

・部員数（令和３年４月１日現在） 

     ３年生 ： 10名 

     ２年生 ： 12名 

     １年生 ： 入学前 

 

・活動内容 

平 日 ・・・ 実戦練習、反復練習、トレーニング 

休 日 ・・・ 練習試合、実戦練習 

その他 ・・・ 朝練、校内・地域での清掃活動、勉強会（定期試験期間中・資格試験） 等 

 

・年間スケジュール 

３月下旬 春季県大会地区予選リーグ戦 （春休み中） 

４月 春季県大会 （新学期） 

５月中旬 春季関東大会 

７月 選手権大会県予選 

７月下旬 合宿 （４泊５日長野） 

８月下旬 秋季県大会地区予選リーグ戦 

９月 秋季県大会 

10月 秋季関東大会 

12月～３月 アウトオブシーズン対外試合禁止 

 

・公式戦結果 

大会名 回戦 対戦校 結果 

令和元年度 春季地区予選 新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止 

令和２年度  

神奈川県高校野球大会 

２回戦 高   津   ４ － ３ ○ 

３回戦 瀬   谷   ３ － 12 ● 

令和２年度 秋季地区予選 
予選 追   浜   18 － 15 〇 

予選 横須賀学院   ２ － 12 ● 



 

・卒業生の主な進路先（過去３年間、野球部のみ） 

ＪＦＥエンジニアリング㈱・日本発条㈱・JFEプラントエンジ㈱ 京浜事業所・東芝マテリアル㈱ 

京三精機㈱・東芝エレベータ㈱ 神奈川支社・アマノ㈱・京急サービス㈱・㈱朋栄・日産自動車㈱ 

東芝エレベータ㈱ 神奈川支社・ＮＲＥＧ東芝不動産ファシリティーズ㈱・昭和電工㈱ 川崎事業所 

日清オイリオグループ㈱ 横浜磯子事業場・追浜工業㈱・京浜急行バス㈱東電同窓電気㈱ 

住友重機械工業㈱ 横須賀製造所    

多摩大学・湘南工科大学・神奈川大学・東海大学 九州キャンパス・東京工芸大学（２名） 

東京電機大学・横浜医療専門学校・神奈川県内広域水道企業団・自衛隊 

 

近年は大学で野球を行う選手が増えてきています。 

※下線の引いてある大学の野球部に本校の卒業生が所属しています。（2021年 4月現在） 

 

・卒業生の活躍 

秋本祐作氏 横須賀工業高校 － 京都大丸 －阪急ブレーブス（1956～）広島東洋カープ（1968～）  

読売ジャイアンツ（1972～1973）。1958年には防御率 1.89で最優秀勝率のタイトルを獲得 

小川一平氏 横須賀工業高校 － 東海大学九州キャンパス － 阪神タイガース（2020～） 

 

・施設 

                                            本校のグランドは右翼 82ｍ 

中堅 115ｍ 左翼 92ｍあります。 

また、他の部活動が行っていないと

きは３塁線横にあるスペースで投内

連携やノックなどを行うこともできま

す。 

試合やバッティング練習は低反発の

金属バットや竹バットを使用します。 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

１塁側ブルペンは横浜スタジアムや 

横須賀スタジアムをイメージして同様の 

工事を行い、マウンドを固くしました。 

キャッチャー周辺は人工芝を敷いて 

あります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

本校グランド外野は日本芝草学会役員の本校職員が指導して生徒と整備しています。 

まもなく外野一面が天然芝になる予定です。 

 

 

 

 

 

 

他の部が活動をしていない時は室内

用のボールを使い、バッティングやノ

ックを体育館で行っています。野球以

外のスポーツもトレーニングとして積

極的に取り入れ、動きの引き出しを

増やしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月に１回トレーナーが来校し効率の良い 

身体の動かし方などを指導してくれます。 

また、トレーニングルームを使い筋力アッ 

プに努めています。 

 

 

 

 

 

 

 



定期試験が近づくと勉強会を行っています。 

国家資格でもある第二種電気工事士の取得に向けて

部員全員で勉強をします。その結果９名が合格（２・３

年）しました。今春の卒業者は12名中10名が取得し、

各進路先で活躍しています。 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

ティーバッティングも同時に３か所できる 

スペースがあります。 

                                           

 

 

 

 

                                           

 

昨年度、OB 会より照明を 12 機寄贈して頂き、現在 16 機でグランドを照らすことができます。設置は顧問・

工業科の先生方に協力していただいて行いました。 

照明を設置した結果、ティーバッティングやノックなどが可能になりました。限られた時間の中で充実した練

習ができるようになったので今度の躍進が期待されます。 

 
 



練習時はベースボールTシャツ（①）もし

くは白の練習着、練習帽、ソックス（ストッ

キング）を着用します。 

練習試合時はセカンドユニホーム（②）、練

習帽、黒ソックス（ストッキング）を着用しま

す。 

公式戦は公式戦用ユニフォーム上下（③）、

帽子、白ソックス、ストッキングを着用しま

す。 

本校のアンダーシャツ・アップシューズの

色は公式戦では黒で統一しています。公

式戦の球場に入る際に必要になります。 

 

 

 

 

・在校生のコメント 

①科・学年  ②中学生時所属チーム  ③学校生活と部活動を両立する工夫(注意点)を教えてください。 

④中学野球と高校野球の違い ⑤後輩の皆さんへ 

 

①電気科・３年 ②硬式クラブチーム ③授業中は居眠りをしないように気をつけている ④プレーのスピー

ドの速さに驚いた。 ⑤楽しく部活動を行うためには授業を大切に受ける。 

 

①機械科・３年 ②軟式クラブチーム ③遅刻をしない、服装を守るなどルールを厳守する。 ④スピード・キ

レ・動きなど全てにおいて違いがある。 ⑤高校生活は３年間と限られているので野球を行うのであれば一

生懸命取り組んでほしい。 

 

①化学科・３年 ②軟式クラブチーム ③朝が早いから授業中に寝ないように早く寝ることを意識している。 

④練習の「質」・「量」が違う。例えば、中学校では自分で練習をする時間はなかったが本校野球部では、自

主練習の時間があるので自分の苦手なところを練習ができる。⑤中学校時代、試合に出場することが出来

なくても高校で努力をすれば出場機会が増えていき最終的にはフルイニング出場することができる。 

 

①化学科・３年 ②軟式クラブチーム ③課題などの提出物は早めに行い部活動の時間を作ること。④ボー

ルの種類やバットの重さに違いがある。 ⑤高校野球は人間関係の構築や将来の進路に大きく関わるので

真剣に取り組んでほしいです。 

 

①化学科・３年 ②中学校部活動（軟式野球部） ③勉強と部活動でメリハリをつけて生活している。学校生

活がしっかりしていないと部活動もできないので、まずは遅刻などのルールを守るようにしている。 ④高校

野球は考え方が変わることによって行動が変わり、人間性が変わり、チーム全体の考え方が変わること。⑤

３年間、部活動と学校生活を両立することは大変だが実現出来たときは達成感がある。 

 

 

 

 

① 

② 

③ 



①化学科・３年 ②中学校部活動（軟式野球部） ③部活動・授業・プライベートなどしっかり切り替えを行う

こと。 ④スピードやパワーなど全てにおいて違いがある。 ⑤高校野球、３年間は中学３年間よりあっという

間に流れるので悔いが残らないようにやってほしい。 

 

①機械科・３年 ②中学校部活動（軟式野球部） ③期限を守って課題を提出したり遅刻をしないなどの学

校生活をしっかり行うと自然と部活動も頑張れるようになる。④練習の質が向上、１日練習が増える、多くの

顧問の先生方がいるなど中学野球より充実している。 ⑤工業高校は普通高校より提出物が多いので時間

を有効に使うこと。野球部の活動を通して社会人になった時役立つことを学ぶことができるので、しっかりと

両立することができたら社会に出ても困らないと思う。 

 

①電気科・３年 ②中学校部活動（軟式野球部） ③今、必要なことをやりきるという考え方。④サインプレー

や戦術の種類やレベルの高さを実感しました。 ⑤高校３年間覚悟をもって野球に取り組んでほしいと思う。 

 

①電気科・３年 ②中学校部活動（軟式野球部）③遅刻をしない、課題を遅れずに提出をするなど当たり前

のことを確実にこなしている。④顧問の先生方も多く、きめ細かく指導をしてくださるので練習をきちんと行え

ば確実に上達する。⑤しっかり活動を行うと野球だけが上手くなるのではなく社会に出ても恥ずかしくない大

人になりえる。自分自身が成長出来る場所。 

 

①化学科・３年 ②中学校部活動（バレーボール部）  

③ON・OFFの切り替えをしっかりする ⑤初心者の人も 

先生方の話を聞いて、一生懸命に練習をすれば試合に 

出場することができる。 

 

県工野球部 Q＆A 

 

Q朝練習はありますか？ 

A朝練習は７時 30分から開始し、月・水・金に行っています。 

また、火・木は学校周辺の清掃活動を行い、周囲を見る力や、 

感謝の気持ちを養っています。 

 

Q平日・休日の活動時間を教えてください。 

A平日は放課後 15時 50分から 19時頃まで活動して 

います。遅くても 19時 30分には学校を出るように指導 

しています。休日は練習や練習試合を行っており、 

大体８時から 18時頃まで活動しています。 

 

Q保護者会はありますか？ 

A保護者会はありますが、強制的なお茶当番などはありません。練習試合を見学に来た保護者で協力して

相手校の指導者にお茶を出したりしていますが、保護者がいない場合は顧問が対応しています。夏の大会

（選手権大会）の前に壮行会を開催したり栄養指導を受講して部員の食事面のサポートもしています。ま

た、保護者会費を月 / 2000円徴収しています。 



Q野球を始めたのが遅いけれど入部できますか？ 

Aはい。簡単ではありませんが、やる気があれば大歓迎です。過去、高校から野球を始めた選手が、本校

グラウンドで行われた練習試合でホームランを打ったり、夏の大会に出場したりしたこともあります。ただ、 

硬式ボールに慣れるまで場合によっては指導者で個別にメニューを組むことがあります。 

 

・学校情報 

住所：〒238－0022 

神奈川県横須賀市公郷町４丁目 10番地 

TEL：046－851－2122（代表） 

FAX：046－851－5643 

ホームページ：https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yokosuka-th/ 

 

 

 

アクセス  〇電車利用の場合  

 ・JR横須賀線 衣笠駅 下車 徒歩 20分 

 ・京浜急行 堀ノ内駅 下車 徒歩 18分 

・京浜急行 北久里浜駅 下車 徒歩 15分 

    

 〇バス利用の場合 

・JR 衣笠駅 バスターミナルより約 15分 

【５番乗り場】京急バス「衣 30・堀ノ内駅行」で「妙真寺」下車 徒歩３分 

・京浜急行 堀ノ内駅バス乗り場より 約 10分 

京急バス「衣 30・衣笠駅行」で「妙真寺」下車 徒歩３分 

 

 

https://www.pen-kanagawa.ed.jp/yokosuka-th/

