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みの姜 (旧 姓イヤ亀)は 責属のど4壼 ヤ●高峙
代やらの視ムです。ネキ ヽそ今年の後験を皓
力` t、 崚棒 (景仏でもAクラス)を ロオhtマ 須

薇つて4′tさ い。 (ふ  凄こ 鳩ケ谷市

la 20口 生 )
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昨シース'ン は一点差の負けグームが多か

た。若手をじっくり育て、へ
・テランと組み

合わせて、ハ
゛
ランスの良いチーム作りをし

て下さい。横浜在住につき横浜球場
へ応援に行きます。

(松永敏明 横浜市 新H回生)

人チャンの明るさがいい 1 巨人ファンの

友人も明るく楽い 人ヽチャンヘイスタース・に

鞍春えだと言っていました。頑張れ !

鱗 畑 修 夕ll崎市 新18口生)

来期を期待しております。祈優勝。

(山 田 忠司 清水江尻町 新8回生)

(中村 孝子 j‖ 崎市  新9回生)

(近藤 賢 興津中町  新15回 生)

(鳥居 由佳 富士市 新36回 生)

糧詣認
｀
修官∬肥甑

巨人にだけ勝越してく
れれば順位はどうでも
OK

(白 鳥 郁夫  日井市

新H回生 )

奮半 島琴

(練馬区 新6回生)

当日は体調不えで出席できませんが、会の成J/Jと 来年度横浜べ

イスターズの理進をヽより祈念 しております。今年のダームも

全てテレビ祝戦 しました。頑張って ください。 (佐口 匡司

思師 品夕ll区 八潮 5-4-19-203
Tel:03‐ 3799-5040)

出席できず残念です。昨シース
・ンから永

年のGフアンを降り、へ
・イスタース

・
の熱烈な

フアンとなつております。いよいよ来シース・

ンは大ちゃんの本領発揮 !期待して
います。(鈴木実 大田区 新8回生)
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は今年以上に

1胆 にGameを 創って くださ
ヽ征四郎 ノヽ

新 10回 生)に 渋谷区



監督、コーチ、選手一体となつて、Aクラ

ス入りしてはじめて給料を手にする心意

気で戦つて欲しい。

(石垣喜四郎  佐倉市  新4回生)

来シーズンは故障者がなければ充分戦 :
えると思 う。上手に笛を吹けば選手は |
踊 りますよ。若い選手が揃っているの l
だから。頑張つて下さい。      ■

(丹羽 捷介  所沢市  新 9回生):

身体に留意され、来年度は優勝をめざ
し頑張つて<ださい。応援しておりま
す。

(久木元 岡」 さいたま市 新2回生)

(萩原 敏江  清水迎山 新 8回生)

(山梨 豪之  ノヽ潮市 新 11回生)

(塩津 豊  川崎市  新 18回生)

フアンであつてもなくても、清水の皆は大

ちゃんの活躍を祈つております。

(川 口 信子 清水村松原  新8回生)

雨の後には必ず晴天が来ます。明る

く輝 く来年を期待 します。頑張れ !

大輔。

(荻野 純夫 千葉県  旧職員 )

家族 4人で應掟 しています。来年こそ

気分一新 して頑張って下 さい。

(河端 庸男  横浜市  新 17口生

ダイスケ 来年は勝負の年。悔いの無い
シーズンを送つて下さい。応援していま
す。

(佐藤 岳人 清水辻 新20回生)

下はなし、上々のみ頑張れ。

(赤堀 博之  横浜市  新7回生 )

荒織くだlfる由比0浜て、いつも君
の健間を析っていう。Aゲめ大ぢゃ
ん I かんけれ六ぢゃん r ・

(原 藤蔵  由比町 新22口生 )

ヘッドコーチ時代の「日本一」の経験を
活かし来年こそ優勝にからめられるよう
願つています。

(鈴木 一志  静岡市 新22回生)

いつもテレビで応援しています。

頑張つてください。楽しみにしています。

(本 多ナルミ  小平市  新11回生)

(御代田さと子  中野区 新22回生)

勝利に向かつて集中 :

(若松 益三  中野区  新2回生)

己を信 じ、その結果を信 じて頑張り

抜いて下さい。

(藤浪 達雄 千葉市 新 8回生)

山下横浜ベイスターズの面白い野球を

期待します。頑張れ。

(柴 真吾  八千代市  新10回生 )

横浜ベイスターズ選手全員が“優勝"する

意識を持つてプレーして下さい。

(長谷川 久 横浜市 新31回生 )

我々 22回生の希望のまぶしい光。

ハゲめ大ちゃん ! 頑張れ大ちゃん !

(松永愛自 清水江尻町  新22回生)

気のオ1い た言幸は秀せませんが、

“ヤル気の集団" “燃 える集団"を 生

り上げて下 さい。

(丼上 与隆 藤枝市 新 11口生)

勝者あれば 瞭者あユl。

ファイトfrf
(石原 利矩  横浜市 新 10回生)

プロ野球をもつとおもしろくして欲しい。

ハラハラ ドキドキ。今年はつまらなかつ
た。

(大村 正和  清水辻 新19回生)

折角の素晴らしい会なのに当方の都合で出席できません。申し訳ありません。

何かほのぼのとした温かみを感じさせるこの会の成功を祈ります。

来年度は大ちゃんの持ち味が充分に生かされ、チームの大躍進となると信じてい

ます。  (久 保田 郁夫 藤枝市  旧職員)

しつかり、がんばつてください。  人生
山あり谷ありです。変化、変化の連続で
す。優勝にチャレンジ !

恭介  牛久市  新18回生 )

今年 tヤ 上在o)ャ 鶏特 tて おりま t

た。ネ年は優勝 tマ Tさ い。 應教
tて い‡す。

(わ ネ 春 慈  券 同市 新 8口 生)

高校時代、二人きりのあの山で語つて

くれた熱き想いを忘れずに頑張つて下

さい。♂☆★▼△♀

(小野由紀子 清水入船町  新22回 生)

(土居 典子  清水船原 新22回生)

(松浦 博美 清水大手 新22回生 )

あなたの東高時代以前からの横浜ファ
ン。現在も横浜の為にCS、 TVを入れ

ほぼ全試合を応援している(家 内中)。

今年も何度か横浜球場に足を運んだ。

今年の結果にいじけてはいけない。

力はあるんだ。頑張れ大ちゃん。期待
している。

(佐野 浩 富士宮市  旧職員)

今期スター ト時には “はなまるマーケット"で大ちゃんを應掟 していましたよ

ね。末期 こそ “はなよる"な シーズンになりますよう應検 しています。頑張っ

て下 さい。当日は、父 (笙 月 宗―)の代理 として出席させていただきます。

(笙 月 由起   日黒区  新 26口生)

楼落の地に新 tい 車のス きザんで

下さい。

(赤 it 壼子  楼藤す ・FF2 3日 ■)

(石坂 栄―  江戸川区  新 11回生 )



テレビに映る貴君の実顔を見て嬉しく

思い安心もします。健康に留意され、
ご活躍下さい。

(木村 卓英 富士宮市 1日 職員)

地元の横浜市民、あの優勝の感激の

再来を待ち望んでおります。

(滝 努 横浜市 新4回生)

来年は Aクラス・優勝 を期待して
います。

(竹尾 杭  川崎市 新8回生)(大

橋 弘明 横浜市 新 10回生)(漆畑

勝久 静岡市 新33回 生)

横浜ベイを應援する地元試袢荼′1

新聞のOBと しても、J「′ノろ携が
になつて欲しい。

(杉 占育雄 横浜市 新 9口上)

素晴らしい後輩に恵まれたことをとて

も誇りに思つています。遠くから応援し

ています。フレフレ大ちゃん。

(道家倫子 清水有東坂 新8回生)

「頑張れ、山下!」 一年目の今年は思

うように行きませんでしたが、二年目
は反省を踏まえて全力で戦つて下さ
い。勝ちにこだわれ :

(福原 英明 浜松市 新H回生)

地元織法 li仁藩 tな がら、ム澪で

きず。申 tま ございません。ご緒

暉お着 り

't上
げます。

(清 え子 楼終† 新 10日 ■)

横浜へ・イスタース
・
が優勝することを、山下監

督の同窓生として、また横浜住民として待

望しています。頑張れへ・イスタース
゛
|(薩川

俊三 横浜市 新2回生)

横浜住民だけに親しみを感じています。

来年こそ最低でもAクラスを。。がんばれ。

(伏見 武 横浜市 新4回生)

実は、名 は舌式ファンですが、 これか

らはへ
゛
イスタース

゛
を痣掟 していきたいと思

います。頑張 って楽 しい野求 を危せて

くだ さい。

(ロ ヤ 照代 ヤ野EXl 新8口生)

(望月 幸子 相模原市 新9回生 )

ガンノヽレ大ちゃん !!

(中村作雄 世田谷区 新 2回生)

所用にて出席できません。東高OB
会も若返リハリキッテいます。観て楽
しい野球をしてください。

(清水宏之 清水大手 新9回生)

子供の時からジャイアンツを応援して

ましたが、来シーズンからはベイスター
ズにします。ご活躍を期待しておりま

す。

(長野 陽市 茅ヶ崎市 新9回生)

今年は大変な年だつたと思います。来年は

最初から飛ばしていけるように体勢を整え

て頑張つて優勝して下さい。なお、東高も

甲子園出場を目指し、みんなで頑張ってお
ります。お互い競争ですね。

(佐藤 進 清水入江南町 新5回生)

★大昔からの横浜ファンです。そこに大ちゃ
ん監督、もう大変です。来年は巨人・阪神
を蹴散らしてぜひ優勝を :

(磯田 征― 厚木市 新9回生)

清水でこの春野球部OB会主催での皆の

熱い期待を忘れず、臥薪嘗胆、来期こ

そ大躍進を期待 している。

(勝澤 要 熱海市 新10回生)

日本へ'イスタース
・
、どん底からの再生。頑

張れ、山下大輔。頑張れ、へ
・
イスタース

・
。タ

イが―スもかつてはどん底だった。

(青木 謙至 Jヒ 区 新2回生)

今年は期待してたくさん応援に行く積り
でしたが、スタートが悪かつたですね。来シー

ス・ンは期待しております。ガンヽ
゛
レ 大ちゃ

ん |!

(川 隅 宏昭 横浜市 新8回生)

健康にはお気をつけて ください。

(村口直美 せ口谷IXI 新22口 生)

ジヤイアンツをやつつけて快感を感じさせて

下さい :頑張れ大ちゃん、ベイスターズ !

(萩原 慎平 富士見市 新10回生)

ご活躍期待しております。

(大石扶左子 志木市 新22回生)

2年 日はAク ラス をaオtt頑薇って下さ

い。餞絆には二自で式って ′

(単 本4孝  せ口本こ 考 2口 ■)

二人は現在、十日にて日本諸教師
をヽており‡す。 日フトでTVを 組 て

いる時はいつも「人ちゃんガレバ

レ !」 となつて、多贅J(Ftホ ネの

話 を始 らtげ に tマ 4れ ます。

(名 処由)

名ミ 修 薫ル町 新 4口 生)

頑張つて<ださい !!

(斎藤 華子 藤沢市 新10回生)

(小林 時男 清水入船町 新11回生)

(斎藤征乃夫 清水駒越東 新14回生)

(川 口 彰久 狭山市 新19回生)

(瀧澤 洋二 横浜市 新23回生)

(杉 山 昌弘 海老名市 新29回生)

横浜球場のすぐ隣に住む一応援団とし

てひとこと。

●厳粛な事実から出発 し、これをバネに

強いチームになつて欲 しい。

●常に全軍の将として威厳を持つて公

平に、かつお客様のために日本一を目

指して頑張つて下さい。

(片山 克彦 横浜市 新 15回生)

来年(平成 16年)こ そ優勝を目指 して頑張

て下さい !

(北川幸彦
(山 田暁夫

(望月 武

(天野久雄

さいたま市 新 8回生)

横浜市  新 15回 生)

横浜市  新 18回生)

清水北矢部 新21回生)



出下監督のご活理と横浜ベイスターズの

理進をお祈りしております。なの場っ子を

近い着未ベイスターズの選手に足4レ ス

カウトして下さい ! よろしくお願いいたし

ます。

(富 口 llla子 人曰区 新30口生)

慶応大学時代も応援団として声援して

来ただけに出席したいのですが、自分
が主催するハ

゜
―ティがあるので今回は不

参加とさせていただきます。BRBの内

田のおばんと横浜スタゾアムに来年は応

援に行きます。ファイトー発 :

(望 月 純夫 横浜市  新 19回生 )

ダイスケ来年は勝負の年。悔いの無い
シーズンを送つて下さい。応援していま
す。

(佐藤 岳人 清水辻  新20回生)

末年は今年の阪神のようにぶっち

ざりで優勝 して下さい。「人ちゃ
ん旋風」 をなきた こして下 さい。
いつも應掟 しています。

(佐野 実 太口市  新 16口生)

東高時代から山下先輩のウワサは聞い

ていました。陰ながら応援しております。

(村松 直久 川崎市  新26回 生 )

★ベイスターズはタイガースに勝つ

た。負け数では圧倒的に少なかった。
胸を張つて来期に臨んで下さい。あ
れ ?MILBと混同したかな ?それか

ら、貴君がMLBの解説をされていた
去年、“Take me outto the game
ball“  をシーズン末頃には完全に

唄えるようにすると言つておられたけ

ど、どうだつたでしょう?トークショー

の時披露してみて下さい。

(柴 田 理 練馬区 新2回生)

作it躍 うれ t(照 います。今二人

はマレーシアヘム孫十で去率でき
ず久れさヤてい′(ftき ます。

ますますの人に躍 を鶏待いム tて
おります。 (へ  眸子)

(姜 闘 警樹 市叫市 fFT15口 生)

攻撃陣の着手の成長は来年度楽しみ。
課題は投手陣、特にクローサ

゛
―、ヤンキース

のクレメンスが入団したら話題性十分。

来年楽しみにしています。

(か藤 修介 せ口本 新18口生)

私の35年間住んでいる目黒区緑が丘、
自由が丘は、巨人軍や大洋の選手が多く

住んでいて、隣組の気分です。応援しま

す。元気が一番、頑張つて下さい。

(望 月 岡1  目黒区  新6回生)

来年はリーグチヤンピオンを狙うこと。OB
会も燃えてます。

(川 島 正孝  由比町 新 10回生)

野球部の誇りです。

後輩として心より応援しています。

母校野球部と共にがんばりましょう !

(福 田 毅彦  静岡市  新29回生)

選手を信じて、突進 !(渡辺 幸俊  府中市  新2回生)
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(′トリ|1修平  葛飾区

(天野 雄治 静岡市宮野町

(高山 文子  和泉町

新6回生)

新18回 生)

新23回生 )

‐ ‐ I

前向きに ! 前向きに !

未年度の活理に期待すると共にい

つも應掟 しています。

(西 口晶代 船格市 新H口生)

山下大輔さんのことは何時も誇りに思つて
いました。知名度はグーンと下がりますが、
私の従兄広瀬哲郎も日本ハムのショート
でキャプテンでしたよ。

(丸山 律子 世田谷区 新24回生 )

横浜ファンの一人として情けないの一語
に尽きる。頭を使つた野球が見たい。一

球のホ
゜
―ル、ストライクで局面が変わる大事

さを選手に教え込んで欲しい。

(金原 康弘 横浜市 新 17回生)

親会社とかオーナーに強<要望して、
大掛かりなチーム補強をして貰いまょ
う。

(堀 敬司 川崎市 新 19回生)

i宥嬰lイ弊写涸
i躊 篤 沢「

Q紳 灘 °月まで楽

加藤 譲治  越谷市 新19回生)

勝 ちをと′つでも多 くあげらイt

るよう頑雖って下さい。

(薔澤 悦子 キ子準″POす
新 16ロ ム)

横浜市民として、いつも應抜してい

ます。た4卜 頑張ってください。

(前口なみき 横浜市 新 8口生)

(横 出 
～

秀 横浜市 新19口 上)

・もつと厳しい姿勢をしないとファンは離れま

す。

・今年の補強はダメというよリマイナスでし
た。

・ウッズにバントをさせる時はベンチに引つ

込めて。

・吉見はバッターに転向させたら。

・来年前半で芽が出なかつたら自分で辞め

て下さい。

(以上、横浜在住者として、ベイスターズを
愛するが故に敢えて厳しいことを言いまし
た。)

(―之瀬 亨  横浜市  新16回 生)

清水東高のホープ。大ちゃん頑張れ

(柳沢 利信  船橋市 新 19回生)



都合により参力日できませんが、横浜

在住ということでも応援しております。

今のチームカラーのままで強くなつ

て下さい。

(徳永 英男 横浜市 新25回
生)

ご無沙汰しております。

お会いできるのを楽しみにしておりま
す。

(柏原 成啓 荒川区 新22回生)

横浜ベイスターズの静かな大ファンです。

でも、選手の名前も成績も知りません。

それでもファンなのは、大ちゃんの人柄

にほれているからです。

(澤田 靖史  横浜市  新7回生 )

いつもベイスターズを応援しています。

守りを固め、思い切つた采配でゲームを

勝ち取つて下さい。

(寺坂 宏一  大田区  新16回生)

なかなか球場へ行けませんので家のテ
レビで応援しています。

“ガンパッテ"下さい。

(有賀ゆかり  横浜市  新6回生)

走機 tて ネサ ′

看ム で織終 との日本シリーズがえ 1卜 几

たぃぞす。十埼 らヽいチーム お 卜って

下さい。

(T代 より子 着沢す 新 22回 生)

勝っても負l■ても感動を与え●7レー ′

手―ム遣ら:を期待し摯すよ。

(饉持仁志 さいた事市 新 :●口生 )

来年は Good:で ありますよ

うに。ゆらぐことP」lく 、突き進

もう。一人ひとりを大切に !で

チームカアップを。

(森 II●  師′

` 
せ IIEl谷 区 新 2

2口生)

"活
曜をa術

`:申
し上lf●す

(佐野吉範 aEI市  新25口生)

大和町町内会で一緒でした本田
です。ぼくはサッカー関係の業務
をしていますが、がんばって下さい。

栗山英樹氏と一緒にNPOしていま

す。

(木 田 悟 杉並区 新23回生)

私も横浜市民です。

夢をもう一度 :!

(川島 勝利 横浜市 新39回生)

考 tい 年lt十靖 ら いヽことが

沢ユあります。頑漱って下さい。

(島お暮美子 楼藤す 新H口 ■)

(望月 利光 調布市 新4回生)

出席できなくて残念です。仕事でパ リ
に行っております。今後のご活躍 を大
いに期待 しています。頑張って下さい

(二味 帝ヱ 品′11 EXl  新 22口生)

来年勝応籠に行き春す ′

(減野 崇  横浜市  新7口生)

来季に期待しています。頑張つて下さい。

(片 山 学  茅ヶ崎市  新19回生)

(羽根 碧  世田谷区  新15回生)

ベイスターズの活躍を期待しています。

母校のOBが監督ということで応援が

一層楽しみになりました。“Go!!"

(小り|1春子  横浜市  新19回生)

大変ご無沙汰しております。

来年は是非優勝を !:

(斉藤 好文 さいたま市 新22回生)

ミサイル打線復活を :

頑張れ、大ちゃん。

今日から横浜ベイスターズファンになるぞ。

(堀口 実 世田谷区 新19回生 )

3年以内に優勝を !

応援しています。

(遠藤 敏彦 四日市市 新11回生)

テレじ出演されるたびに応燿しτい夢す。

来年庫0御活躍を期待し春す。

(市‖ 晴久 口分寺市 新22回生)

これでおしまい。ああ疲れた。皆様いいお年を1(山本)

今年からベイスターズを応援していま

す。

来年も健康に気をつけて頑張つて下
さVヽ。

(中川真佐志 習志野市 新25回生)

慶応の時に大変お世話になりました。

今年こそは頑張つて下さい !!

(村松 謙一  横浜市  新25回生)

(長谷川 克年  横浜市  新25回 生)

:等行孟黒等kttr風基骨争lli :


