
 
『【近畿学生野球】和歌山大、リーグ戦初先発の近藤が完封「全部の球種使って打

たせて取るを心がけた」』から引用 

スポニチ・2023.4.30 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/30/kiji/20230430s00001089329
000c.html 

 
『「ノーサイン野球」の和歌山大 本領発揮の 9 回同点、10 回サヨナラ』から引

用 
スポニチ・2023.4.3 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/24/gazo/20230424s0000108959
2000p.html 

 
『和歌山大 秋へ再出発 11 得点 春 3 連覇ならずも秋 V 奪還へ「スタートの

日」』から引用 

スポニチ・2023.4.24 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/03/kiji/20230403s00001089432
000c.html 

 
『和歌山大 岡の 3 ランで逆転勝ち「みんながつないでいたので、自分も一本」』

から引用 
スポニチ・2023.4.2 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/02/kiji/20230402s00001089730
000c.html 

 
『【近畿学生野球のキーマン】和歌山大・船引 掲げた目標は「5 勝」 昨春の悔

しさを成長につなげる』から引用 

スポニチ・2023.3.31 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20230330s00001406
558000c.html 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/30/kiji/20230430s00001089329000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/30/kiji/20230430s00001089329000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/24/gazo/20230424s00001089592000p.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/24/gazo/20230424s00001089592000p.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/03/kiji/20230403s00001089432000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/03/kiji/20230403s00001089432000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/02/kiji/20230402s00001089730000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2023/04/02/kiji/20230402s00001089730000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20230330s00001406558000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20230330s00001406558000c.html


 
『【近畿学生野球春季 1部リーグ 4 月 2日開幕】1 部は大混戦、2 部は神戸医療未

来大が本命 リーグ戦展望』から引用 

スポニチ・2023.3.31 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20230330s00001406
555000c.html 

 
『和歌山大、リーグ連覇に向けて好発進 向陽高出身の小林亮太完封＆島本崇希

決勝打で活躍』から引用 

スポニチ・2022.9.3 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/09/03/kiji/20220903s00001089280
000c.html 

 
『【近畿学生野球 1 部のキーマン】和歌山大 「向陽五人衆」が同校初の連覇へ意

気込み』から引用 

スポニチ・2022.9.2 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220901s00001406
435000c.html 

 
『【近畿学生野球秋季リーグ 9 月 3 日開幕 1 部展望】和歌山大、2季連続 V に死

角なし』から引用 

スポニチ・2022.9.2 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220901s00001406
424000c.html 

 
『支えられたから、大会支える和歌山大硬式野球部』から引用 

朝日新聞・2022.7.20 
https://www.asahi.com/articles/ASQ7M6T5YQ7LPXLB01B.html 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20230330s00001406555000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20230330s00001406555000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/09/03/kiji/20220903s00001089280000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/09/03/kiji/20220903s00001089280000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220901s00001406435000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220901s00001406435000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220901s00001406424000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220901s00001406424000c.html
https://www.asahi.com/articles/ASQ7M6T5YQ7LPXLB01B.html


 
『第 104回全国高等学校野球選手権 和歌山大会特集 〜 和歌山大学硬式野球部』

から引用 
ニュース和歌山・2022.7.9 
https://www.nwn.jp/news/220709yakyu_wadai/ 

 
『和歌山大学「ノーサイン野球」の神髄 作戦は選手で練り「指示待ちにしない」』

から引用 
4years・2022.6.7 
https://4years.asahi.com/article/14639087 

 
『和歌山大、一度は逆転も初戦敗退 金谷「考え方や強い気持ちで戦わないと」』

から引用 
スポニチ・2022.6.7 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/06/07/kiji/20220606s00001089687
000c.html 

 
『智弁和歌山の大阪桐蔭撃破に地元の大学生が貢献していた!? “ノーサイン野球”

の国立大野球部が「高校生のお手伝い」で学んだこと』から引用 

大学野球 PRESS・2022.6.5 
https://number.bunshun.jp/articles/-/853461 

 
『和歌山大はなぜ優勝できたのか（後編） 地域貢献、ボランティア活動…そし

て、野球ができる幸せ』から引用 

スポニチ・2022.5.16 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/16/kiji/20220516s00001089406
000c.html 

 
『和歌山大はなぜ優勝できたのか（前編） タイトル不在、「ノーサイン」進化、

「流れ」読む選手たち』から引用 

スポニチ・2022.5.14 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/14/kiji/20220514s00001089205
000c.html 

https://www.nwn.jp/news/220709yakyu_wadai/
https://4years.asahi.com/article/14639087
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/06/07/kiji/20220606s00001089687000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/06/07/kiji/20220606s00001089687000c.html
https://number.bunshun.jp/articles/-/853461
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/16/kiji/20220516s00001089406000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/16/kiji/20220516s00001089406000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/14/kiji/20220514s00001089205000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/14/kiji/20220514s00001089205000c.html


 
『大学選手権出場の和歌山大の新入生を発表。東播磨、向陽、川和など伝統公立

校の逸材が多く入部』から引用 

高校野球ドットコム・2022.5.12 
https://news.yahoo.co.jp/articles/fa5377f9866654c6cc2a547b4f2551a6cf60aa19 

 
『4 度目優勝の和歌山大は初の完全 V!ノーサイン野球健在、金谷主将「粘り強く」

全日本へ気合』から引用 

スポニチ・2022.5.2 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/02/kiji/20220502s00001089464
000c.html 

 
『和歌山大 4 度目 V 金谷主将「春連覇を達成できるのはウチしかいないと話し

ていた。素直にうれしい」』から引用 

スポニチ・2022.4.27 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/04/27/kiji/20220426s00001089647
000c.html 

 
『和歌山大が 2季ぶり 4度目 V 全日本切符一番乗り』から引用 

スポニチ・2022.4.26 
https://news.yahoo.co.jp/articles/35f68e46730b5baf95f95e62c9f1abdd8aaf9cf8 

 
『近畿学生野球春季リーグ 和大硬式野球部、首位快走 V2目指し「意識統一」 

／和歌山』から引用 

毎日新聞・2022.4.22 
https://mainichi.jp/articles/20220422/ddl/k30/050/336000c 

https://news.yahoo.co.jp/articles/fa5377f9866654c6cc2a547b4f2551a6cf60aa19
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/02/kiji/20220502s00001089464000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/05/02/kiji/20220502s00001089464000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/04/27/kiji/20220426s00001089647000c.html
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https://news.yahoo.co.jp/articles/35f68e46730b5baf95f95e62c9f1abdd8aaf9cf8
https://mainichi.jp/articles/20220422/ddl/k30/050/336000c


 
『和歌山大が勝ち点獲得 先発・深川が好投、履正社で控え捕手の松田が 3 投手

を好リード』から引用 

スポニチ・2022.4.11 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/04/11/kiji/20220411s00001089526
000c.html 

 
『【近畿学生野球 1 部のキーマン】和歌山大 不安を自信に変えて、金谷主将が V

奪回に導く』から引用 

スポニチ・2022.4.1 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220331s00001406
718000c.html 

 
『日本一目指す和歌山大野球部 国立で異例の活躍 強さの秘密は』から引用 

毎日新聞・2021.8.11 
https://mainichi.jp/articles/20210811/k00/00m/050/093000c 

 
『国立大史上初の快挙を遂げた和歌山大学硬式野球部。大原監督のスポーツに対

する考えとは？』から引用 

Presented by sportsfield・2021.7.27 
国立大史上初の快挙を遂げた和歌山大学硬式野球部。大原監督のスポーツに対する考
えとは？ | SPODGE (sports-f.co.jp) 

 
『全日本大学野球選手権ギャラリー 初代王者が復活、70 回の節目を彩った選手

たち』から引用 

4years. #大学スポーツ・2021.6.17 
野球 - 全日本大学野球選手権ギャラリー 初代王者が復活、70 回の節目を彩った選
手たち | 4years. #大学スポーツ (asahi.com) 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/04/11/kiji/20220411s00001089526000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2022/04/11/kiji/20220411s00001089526000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220331s00001406718000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20220331s00001406718000c.html
https://mainichi.jp/articles/20210811/k00/00m/050/093000c
https://www.spodge.sports-f.co.jp/8744/
https://www.spodge.sports-f.co.jp/8744/
https://4years.asahi.com/article/14373945
https://4years.asahi.com/article/14373945


 
『和大野球部 日本一へ…大学選手権』から引用 

読売新聞・2021.6.7 
和大野球部 日本一へ…大学選手権 : ニュース : 和歌山 : 地域 : 読売新聞オンラ
イン (yomiuri.co.jp) 

 
『和歌山大が本気で目指す日本一、全日本大学選手権で 4年前の 8 強超える国立

旋風を』から引用 

4years. #大学スポーツ・2021.6.7 
野球 - 和歌山大が本気で目指す日本一、全日本大学選手権で 4 年前の 8 強超える国
立旋風を | 4years. #大学スポーツ (asahi.com) 

 
『全日本選手権唯一の国立大 和歌山大野球にサインは無用』から引用 

朝日新聞デジタル・2021.6.5 
全日本選手権唯一の国立大 和歌山大野球にサインは無用：朝日新聞デジタル 
(asahi.com) 

 
『和歌山大野球部「考える野球」で大学日本一狙う 4 年ぶりの全日本』から引用 

毎日新聞・2021.6.3 
和歌山大野球部「考える野球」で大学日本一狙う 4 年ぶりの全日本 (msn.com) 

 
『和歌山大４年ぶり全国切符 エース・瀬古が完投勝利』から引用 

デイリー・2021.5.21 
和歌山大４年ぶり全国切符 エース・瀬古が完投勝利/野球/デイリースポーツ online 
(daily.co.jp) 

 
『活動自粛乗り越え国立・和歌山大 4 年ぶりの大学選手権出場！』から引用 

高校野球ドットコム・2021.5.21 
活動自粛乗り越え国立・和歌山大 4 年ぶりの大学選手権出場！（高校野球ドットコ
ム） - Yahoo!ニュース 

https://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20210606-OYTNT50090/
https://www.yomiuri.co.jp/local/wakayama/news/20210606-OYTNT50090/
https://4years.asahi.com/article/14366488
https://4years.asahi.com/article/14366488
https://www.asahi.com/articles/ASP645S3TP62PTQP008.html
https://www.asahi.com/articles/ASP645S3TP62PTQP008.html
https://www.msn.com/ja-jp/sports/news/%E5%92%8C%E6%AD%8C%E5%B1%B1%E5%A4%A7%E9%87%8E%E7%90%83%E9%83%A8-%E8%80%83%E3%81%88%E3%82%8B%E9%87%8E%E7%90%83-%E3%81%A7%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%80%E7%8B%99%E3%81%86-4%E5%B9%B4%E3%81%B6%E3%82%8A%E3%81%AE%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC/ar-AAKEX1e
https://www.daily.co.jp/baseball/2021/05/21/0014345149.shtml
https://www.daily.co.jp/baseball/2021/05/21/0014345149.shtml
https://news.yahoo.co.jp/articles/7c0d5000327bf44de0a67456cc351c0662f9f839
https://news.yahoo.co.jp/articles/7c0d5000327bf44de0a67456cc351c0662f9f839


 
『国立の和歌山大、神宮切符！コロナで棄権の危機、大学側が理解示し大会参加

…４年ぶり２度目の全国つかむ』から引用 

スポーツ報知・2021.5.21 
国立の和歌山大、神宮切符！コロナで棄権の危機、大学側が理解示し大会参加…４
年ぶり２度目の全国つかむ（スポーツ報知） - Yahoo!ニュース 

 
『和歌山大が代表決定戦を制す ４年ぶり２度目の神宮へ 前回８強超え目指

す』から引用 

デイリースポーツ・2021.5.20 
和歌山大が代表決定戦を制す ４年ぶり２度目の神宮へ 前回８強超え目指す/野球
/デイリースポーツ online (daily.co.jp) 

 
『和歌山大、4年ぶり 2度目の全国大会へ 近畿学生野球、代表決定戦』から引用 

スポーツニッポン・2021.5.20 
和歌山大、4年ぶり 2度目の全国大会へ 近畿学生野球、代表決定戦 (msn.com) 

 
『和歌山大４年ぶり全日本大学選手権出場！阪南大と雨中の代表決定戦を制す』

から引用 
日刊スポーツ・2021.5.20 
和歌山大４年ぶり全日本大学選手権出場！阪南大と雨中の代表決定戦を制す 
(msn.com) 

 
『【大学野球】国立の和歌山大が４年ぶり２度目の全日本大学野球選手権出場』か

ら引用 
スポーツ報知・2021.5.20 
【大学野球】国立の和歌山大が４年ぶり２度目の全日本大学野球選手権出場 : スポ
ーツ報知 (hochi.news) 

https://news.yahoo.co.jp/articles/792552f5a690af09a9c92d9680efd98817fb9e97
https://news.yahoo.co.jp/articles/792552f5a690af09a9c92d9680efd98817fb9e97
https://www.daily.co.jp/baseball/2021/05/20/0014343534.shtml
https://www.daily.co.jp/baseball/2021/05/20/0014343534.shtml
https://www.msn.com/ja-jp/sports/tennis/e5-92-8c-e6-ad-8c-e5-b1-b1-e5-a4-a7-e3-80-814-e5-b9-b4-e3-81-b6-e3-82-8a2-e5-ba-a6-e7-9b-ae-e3-81-ae-e5-85-a8-e5-9b-bd-e5-a4-a7-e4-bc-9a-e3-81-b8-e8-bf-91-e7-95-bf-e5-ad-a6-e7-94-9f-e9-87-8e-e7-90-83-e3-80-81-e4-bb-a3-e8-a1-a8-e6-b1-ba-e5-ae-9a-e6-88-a6/ar-AAKaTZy?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/ja-jp/sports/npb/e5-92-8c-e6-ad-8c-e5-b1-b1-e5-a4-a7-ef-bc-94-e5-b9-b4-e3-81-b6-e3-82-8a-e5-85-a8-e6-97-a5-e6-9c-ac-e5-a4-a7-e5-ad-a6-e9-81-b8-e6-89-8b-e6-a8-a9-e5-87-ba-e5-a0-b4-ef-bc-81-e9-98-aa-e5-8d-97-e5-a4-a7-e3-81-a8-e9-9b-a8-e4-b8-ad-e3-81-ae-e4-bb-a3-e8-a1-a8-e6-b1-b/ar-AAKbLs8?ocid=BingNewsSearch
https://www.msn.com/ja-jp/sports/npb/e5-92-8c-e6-ad-8c-e5-b1-b1-e5-a4-a7-ef-bc-94-e5-b9-b4-e3-81-b6-e3-82-8a-e5-85-a8-e6-97-a5-e6-9c-ac-e5-a4-a7-e5-ad-a6-e9-81-b8-e6-89-8b-e6-a8-a9-e5-87-ba-e5-a0-b4-ef-bc-81-e9-98-aa-e5-8d-97-e5-a4-a7-e3-81-a8-e9-9b-a8-e4-b8-ad-e3-81-ae-e4-bb-a3-e8-a1-a8-e6-b1-b/ar-AAKbLs8?ocid=BingNewsSearch
https://hochi.news/articles/20210520-OHT1T51073.html
https://hochi.news/articles/20210520-OHT1T51073.html


 
『【近畿学生野球のキーマン】和歌山大・直江投手&橋本内野手 感謝の 心忘れず 

V 奪回へ』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2020.09.04 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20200904s00001406
133000c.html 

 
『甲子園で味わった「人生最大の苦しみ」越え、プロ野球で恩返し カープ内定の

和歌山大スタッフ』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2020.09.01 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2020/09/01/kiji/20200831s00001089364
000c.html 

 
 

『【高校球児のための大学野球部ガイド】和歌山大学硬式野球部、選手座談会！』

から引用 
Timely! Web・2020.02.04 
https://timely-web.jp/article/3682/ 

 
『【高校球児のための大学野球部ガイド】和歌山大学硬式野球部、キャプテンイン

タビュー』から引用 

スポーツ報知・2021.5.20 
【大学野球】国立の和歌山大が４年ぶり２度目の全日本大学野球選手権出場 : スポ
ーツ報知 (hochi.news) 

 
『【高校球児のための大学野球部ガイド】和歌山大学を紹介！』から引用 

Timely! Web・2020.01.30 
https://timely-web.jp/article/3675/ 

 
 
 

『和歌山大が今季初勝利 瀬古 強気の投球で 6 安打 1 失点で完投勝利』から引

用 
スポーツニッポン新聞社・2019.09.06 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2019/09/06/kiji/20190906s00001089270
000c.html 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20200904s00001406133000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20200904s00001406133000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2020/09/01/kiji/20200831s00001089364000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2020/09/01/kiji/20200831s00001089364000c.html
https://timely-web.jp/article/3682/
https://hochi.news/articles/20210520-OHT1T51073.html
https://hochi.news/articles/20210520-OHT1T51073.html
https://timely-web.jp/article/3675/
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2019/09/06/kiji/20190906s00001089270000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2019/09/06/kiji/20190906s00001089270000c.html


 
『【近畿学生野球のキーマン】和歌山大・瀬古投手＆安田捕手』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2019.08.30 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20190830s00001406
240000c.html  

 
『地元で挽回目指す和大 近畿学生野球リーグ』から引用 

わかやま新報・2019.04.17 
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2019/04/20190417_86036.html  

 
『【近畿学生野球のキーマン】和歌山大・浦外野手と土田外野手 打線けん引 3 年

生コンビ』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2019.04.05 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20190405s00001406
198000c.html  

 
『和歌山）「考える野球」受け継ぎＶ 和歌山大』から引用 

朝日新聞 DIGITAL・2018.10.13 
https://www.asahi.com/articles/ASLBB02YFLB9PXLB012.html 

 
『和大が秋季初優勝 近畿学生野球リーグⅠ部』から引用 

わかやま新報・2018.10.11 
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2018/10/20181011_82019.html 

 
『【近畿学生野球】和歌山大学・吉野友章、宮井佑輔内野手、田淵公一郎外野手 ３

年生トリオ目指すは「頂」』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2018.08.31 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20180831s00001406
205000c.html 

 
『和大が粘るも連敗 近畿学生野球Ⅰ部春季』から引用 

わかやま新報・2018.04.23 
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2018/04/20180423_78729.html 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20190830s00001406240000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20190830s00001406240000c.html
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2019/04/20190417_86036.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20190405s00001406198000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20190405s00001406198000c.html
https://www.asahi.com/articles/ASLBB02YFLB9PXLB012.html
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2018/10/20181011_82019.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20180831s00001406205000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20180831s00001406205000c.html
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2018/04/20180423_78729.html


 
『【近畿学生野球】和歌山大学 “ＭＶＰ腕”貴志復活の春 頂点獲りにいく！』か

ら引用 
スポーツニッポン新聞社・2018.04.13 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20180413s00001406
138000c.html 

 
『和大硬式野球部、和歌山・紀三井寺球場で強豪・奈良学園大とホーム対戦へ』

から引用 
和歌山経済新聞・2018.04.13 
https://wakayama.keizai.biz/headline/1091/ 

 
『和歌山大 国立大６１年ぶり４強ならずも…歴史刻んだ田頭弾』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2017.06.09 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/06/09/kiji/20170608s00001089330
000c.html 

 
『和大野球が歴史的１勝 上武に敗れるも８強』から引用 

わかやま新報・2017.06.08 
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/06/20170608_70146.html 

 
 

『「弱者の兵法」で国立大の和歌山大が神宮初出場初勝利！』から引用 

YAHOO！JAPAN ニュース 2017.06.08 
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170608-00000001-wordleafs-base 

 
『和歌山大、初出場“１勝の思い出”金星発進！貴志が完投勝利／全日本大学野球』

から引用 
SANSPO.COM・2017.06.08 
https://www.sanspo.com/baseball/news/20170608/unv17060805030001-n3.html 

 
『和歌山大、全国大会初陣で勝利 国立大では２０１０年以来』から引用 

デイリースポーツ・2017.06.08 
https://www.daily.co.jp/baseball/2017/06/08/0010263615.shtml 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20180413s00001406138000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/yomimono/kansaiuniv/kiji/20180413s00001406138000c.html
https://wakayama.keizai.biz/headline/1091/
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/06/09/kiji/20170608s00001089330000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/06/09/kiji/20170608s00001089330000c.html
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/06/20170608_70146.html
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170608-00000001-wordleafs-base
https://www.sanspo.com/baseball/news/20170608/unv17060805030001-n3.html
https://www.daily.co.jp/baseball/2017/06/08/0010263615.shtml


 
『和歌山大「夢は優勝」６４人一丸 ２２０人の上武大に真っ向勝負だ』から引

用 
スポーツニッポン新聞社・2017.06.08 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/06/08/kiji/20170607s00001089241
000c.html 

 
『国立大・和歌山大敗れるも「考える野球」貫徹。上武大 5 季連続全国 4強入り

【全日本大学野球選手権】』から引用 

BASEBALL GATE・2017.06.08 
https://baseballgate.jp/p/80916/ 

 
 

 

『第 66 回全日本大学野球選手権大会〈番外編〉』から引用 

和歌山大学生オフィシャルサイト Wadai Scope・2017.06.08 
http://www.wakayama-u.ac.jp/blog/wadai_scope/sideCategory/others/1282.php 

 
『初出場の和歌山大、８強入り 国立大７年ぶり』から引用 

産経WEST・2017.06.07 
https://www.sankei.com/west/news/170607/wst1706070113-n1.html 

 
『和歌山大、考える野球で初勝利 主将「まだ１勝しただけ」と意欲／全日本大

学野球』から引用 

SANSPO.COM・2017.06.07 
https://www.sanspo.com/baseball/news/20170607/unv17060713190007-n1.html  

 
『和歌山大学硬式野球部が全国大会初出場初勝利 8 強入り』から引用 

和歌山経済新聞・2017.06.07 
https://wakayama.keizai.biz/headline/884/ 

 
『第 66 回全日本大学野球選手権大会〈神宮編〉』から引用 

和歌山大学生オフィシャルサイト Wadai Scope・2017.06.05 
http://www.wakayama-u.ac.jp/blog/wadai_scope/headCategory/club/athletic-
club/1281.php 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/06/08/kiji/20170607s00001089241000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/06/08/kiji/20170607s00001089241000c.html
https://baseballgate.jp/p/80916/
http://www.wakayama-u.ac.jp/blog/wadai_scope/sideCategory/others/1282.php
https://www.sankei.com/west/news/170607/wst1706070113-n1.html
https://www.sanspo.com/baseball/news/20170607/unv17060713190007-n1.html
https://wakayama.keizai.biz/headline/884/
http://www.wakayama-u.ac.jp/blog/wadai_scope/headCategory/club/athletic-club/1281.php
http://www.wakayama-u.ac.jp/blog/wadai_scope/headCategory/club/athletic-club/1281.php


 
『“考える野球”が和歌山大の真骨頂 初出場の全国で国立旋風なるか!?』から引用 

Sportsnavi・2017.06.05 
https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201706050002-spnavi 

 
『国立大「考える野球」でリーグ初Ｖ 和歌山大の挑戦』から引用 

朝日新聞 DIGITAL・2017.06.03 

https://www.asahi.com/articles/ASK5Z63JWK5ZPTQP012.html 
 

『和大野球部 創部 93年 初の全日本選手権へ』から引用 

ニュース和歌山・2017.06.03 
https://www.nwn.jp/news/170603_wadaiyakyu/ 

 
『【野球】３部から全国へ 和歌山大の快進撃支えた「考える野球」』から引用 

デイリースポーツ・2017.06.03 
https://www.daily.co.jp/opinion-d/2017/06/03/0010247865.shtml 

 
『考える野球で全国の舞台へ 国立和歌山大』から引用 

産経WEST・2017.05.31 
https://www.sankei.com/west/news/170531/wst1705310028-n1.html 

 
『和大初優勝を記念した特別展、スポーツ伝承館で』から引用 

和歌山放送ニュース・2017.05.31 
https://wbs.co.jp/news/2017/05/31/100872.html 

 
『困難克服の「人間力」――創部９４年、初優勝の国立・和歌山大（下）』から引

用 
スポーツニッポン新聞社・2017.05.28 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/28/kiji/20170527s00001000246
000c.html 

 
『「目」鍛錬も一因？和大野球部躍進で注目』から引用 

わかやま新報・2017.05.27 
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/05/20170527_69903.html 

https://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201706050002-spnavi
https://www.asahi.com/articles/ASK5Z63JWK5ZPTQP012.html
https://www.nwn.jp/news/170603_wadaiyakyu/
https://www.daily.co.jp/opinion-d/2017/06/03/0010247865.shtml
https://www.sankei.com/west/news/170531/wst1705310028-n1.html
https://wbs.co.jp/news/2017/05/31/100872.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/28/kiji/20170527s00001000246000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/28/kiji/20170527s00001000246000c.html
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/05/20170527_69903.html


 
 
 
 

『困難克服の「人間力」――創部９４年、初優勝の国立・和歌山大（上）』から引

用 
スポーツニッポン新聞社・2017.05.26 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/26/kiji/20170525s00001089291
000c.html 

 
『国立大の星！リーグ初優勝の和歌山大学硬式野球部 目と脳を鍛える「速読“ビ

ション”トレーニング」を実施』から引用(引用元：共同通信 PR ワイヤー） 

株式会社 SRJ・2017.05.24 
https://kyodonewsprwire.jp/release/201705242043 

 
『和歌山大５０年秋加盟以降初Ｖ １５連覇中の奈良学園大止めた』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2017.05.18 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/18/kiji/20170518s00001089051
000c.html 

 
『和歌山の球児に希望の灯をともす和歌山大の初優勝』から引用 

高校野球ドットコム・2017.05.18 
https://www.hb-nippon.com/news/36-hb-bsinfo/27199-bsinfo20170518001 

 
『和大が悲願の初優勝 近畿学生野球リーグ』から引用 

わかやま新報・2017.05.18 
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/05/20170518_69700.html 

 
『国立の和歌山大が初優勝 野球・近畿学生リーグ』から引用 

朝日新聞 DIGITAL・2017.05.17 
https://www.asahi.com/articles/ASK5K4SXRK5KPLZU002.html 

 
 
 
 

 

『和歌山大、悲願の初優勝！奈良学園大 V１５でストップ』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2017.05.17 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/17/kiji/20170517s00001089220
000c.html 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/26/kiji/20170525s00001089291000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/26/kiji/20170525s00001089291000c.html
https://kyodonewsprwire.jp/release/201705242043
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/18/kiji/20170518s00001089051000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/18/kiji/20170518s00001089051000c.html
https://www.hb-nippon.com/news/36-hb-bsinfo/27199-bsinfo20170518001
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2017/05/20170518_69700.html
https://www.asahi.com/articles/ASK5K4SXRK5KPLZU002.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/17/kiji/20170517s00001089220000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/17/kiji/20170517s00001089220000c.html
https://www.wakayamashimpo.co.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/17051901.jpg


 
『国立大の星・和歌山大が絶対王者の奈良学園大粉砕 初Ｖ王手！』から引用 

スポーツニッポン新聞社・2017.05.15 
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/15/kiji/20170514s00001089450
000c.html 

 
『紀三井寺球場で初開催 近畿学生野球１部』から引用 

わかやま新報・2016.04.21 
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2016/04/20160421_59936.html 

 
『和大硬式野球部 和歌山で初のリーグ戦 ４月２３、２４日 紀三井寺球場から

引用 
ニュース和歌山・2016.04.16 
https://www.nwn.jp/news/16041689_wadai/ 

 

https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/15/kiji/20170514s00001089450000c.html
https://www.sponichi.co.jp/baseball/news/2017/05/15/kiji/20170514s00001089450000c.html
https://www.wakayamashimpo.co.jp/2016/04/20160421_59936.html
https://www.nwn.jp/news/16041689_wadai/

