日米スーパーシニア親善野球

出場選手リスト

日米スーパーシニア親善野球「運営委員会」作成

※日本人選手は 11 月８日現在の出場エントリー選手を掲載

－
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●日本人選手リスト（50 音・順不同）
（1）雨宮袈裟忠（あめみや けさただ）
滋賀県湖南市

1929 年２月１日・生（78 歳）

◆従軍経験
昭和 19 年広島県大升海兵団に入団。特別年少兵兵科の練習生。昭和 20 年３月退団し、朝鮮Ｇ基
地勤務。８月、終戦のため釜山を経て博多に復員。
◆ひと言コメント
米駐留軍補給廠に勤務中に米軍軍曹から野球の手解きを受けたのが始まり。その後、大阪の銀行
チームで長年プレーし、シニアになってからはソフトボールに転向。山が好きで全国の山を登頂
しておりましたが、昨年下山の途中で膝を痛めました。これからは自重して一日でも長くソフト
ボールを続けていくつもりです。

（２）大久保 文雄（おおくぼ ふみお）
神奈川県横浜市

1929 年 3 月 19 日・生（78 歳）

◆従軍経験
昭和 20 年 4 月第 16 期海軍甲種飛行予科練習生として三沢海軍航空隊に入隊。同年、終戦となる。
訓練中に終戦を迎え、実戦の経験はなし。
◆ひと言コメント
学生時代、社会人時代と軟式草野球をしておりました。この年齢になって旧米軍兵士と野球が出
来るのは、勝敗を別にして大変楽しみにしています。また、エッセイを書いているので良い材料
が得られるだろうと期待もしています。

－
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（３）外岡 諒三郎 （そとおか りょうさぶろう）
東京都目黒区

1922 年 10 月 11 日・生（85 歳）

◆従軍経験
昭和 18 年

愛知県豊橋 2 兵隊に入隊。昭和 19 年

6 月～12 月

千葉県松戸 2 兵学校にて幹部

教育を受ける。昭和 19 年から 20 年終戦まで、アメリカ軍の本土攻撃に備え愛知、静岡にて地下
陣地構築に従事。
◆ひと言コメント
今年になってから 60 歳以上の仲間と試合形式でサッカーを楽しんでいます。
（グラウンドまでは
自転車で行くようにしています）また月２～３回、週末にテニスをする等スポーツを続けており
ます。乗り物で席をゆずられることは稀。基礎体力は充分に残っています。何かに挑戦すること
を楽しみにしています。

（４）鷹取三郎（たかとり さぶろう）
福岡県福岡市

1925 年 10 月 10 日・生

（83 歳）

◆従軍経験
昭和 19 年、徴兵召集。台湾軍第４部隊に入隊後、甲種幹部候補生として幹部教育を受ける。終戦
と同時に原隊復帰。戦闘経験はありません。
◆ひと言コメント
終戦後、大阪で就職。会社の昼休み、退社後、日曜日は小学校の校庭で草野球に興じて汗にまみ
えた。現在は野球から遠のき TV 観戦のみ。卓球に興じています。意義ある企画に接して、参加行
事に新鮮な感銘を覚えます。皆さんとの楽しいゲームを期待しています。

－
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（５）高浜 輝宇（たかはま てるお）
茨城県水戸市

1924 年 10 月 18 日・生（84 歳）

◆従軍経験
昭和 19 年 4 月

第 1 期特別幹部候補生操縦課程、九州大刀洗陸等飛行学校卒業。8 月、熊本県

隈の庄、朝鮮○山飛行隊朝鮮会○飛行隊へ転属。昭和 20 年 3 月会寧第 30 教育隊（宙 536 部隊襲
撃機に乗る特攻訓練実施）転出。8 月終戦間近、第 9 結成飛行隊、特攻要員として旧満州里錦州
県緩中飛行隊にて終戦。現地で１年間の浪人生活の後、引揚げ船にて一般居留民として帰国。
◆ひと言コメント
戦時中は戦闘機操縦。戦後は大好きな野球を現在まで続行出来る幸せを感謝しています。少年野
球に始まり、旧制中東学校野球、そして成人してからはノンプロ野球歴 10 年です。シニアにな
ってから全国還暦野球部員として現在まで約 20 年続けております。今回の親善試合を通じて私
の人生集大成を飾るつもりでおります。

（６）伊達進（だて すすむ）
大分県津久見市

1928 年 10 月８日・生

（79 歳）

◆従軍経験
1943 年 12 月に海軍飛行予科練習生として鹿児島海軍航空隊に入隊。1945 年３月卒業と同時に鹿
屋航空隊に配属。８月終戦とともに除隊。
◆ひと言コメント
10 歳で少年野球を始めて 79 歳の今日まで、戦時中の３年間を除いて 66 年間毎年平均 20 試合、
計 1300 試合をこなしてきた。その間、国体、天皇杯、高宮杯、還暦野球など全国大会に出場。あ
くまでも親善野球として楽しい思い出をつくりたい。勝てば尚楽しい思い出が残ることだろう。

－
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（７）久枝 久（ひさえだ ひさし）
大分県大分市

1928 年 11 月 25 日・生（81 歳）

◆従軍経験
昭和 18 年～終戦まで東カロリン航空隊（海軍）に在籍。
◆ひと言コメント
終戦後、野球再会。旧国鉄にて４～5 年。60 歳以後、昨年まで全日本還暦野球にて 20 年間 3 チ
ーム結成し現在も関係しております。この様な企画に感謝し、若くして散った戦友に報告致した
いと思っております。80 歳にもなると体が思う様に動きませんが、精一杯、皆様と共に楽しくゲ
ームに参加致したいと張り切っております。

（８）藤岡利男（ふじおか としお）
京都府京都市

1929 年１月 25 日・生（78 歳）

◆従軍経験
昭和 19 年美保海軍航空隊甲種飛行予科練習生として入隊。終戦と同時に復員。
◆ひと言コメント
日米親善試合の意義に深く感銘し、あの悪夢の戦争の反省、平和に対する強い希望、そして戦争
で戦った人間同士の絆を感じ、勇んで参加に決定しました。

－
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（9）松本敏行（まつもと としゆき）
香川県高松市

1927 年８月 25 日・生（80 歳）

◆従軍経験
昭和 19 年第 15 期海軍甲種飛行練習生として松山航空隊に入隊。20 年４月、第 81 突攻隊「伏龍
隊」に転属。航空戦艦「日向」に乗船。その後、瀬戸内海の情島に特攻基地「日向」停泊横で水
際特攻隊の訓練を受ける。８月終戦により除隊。
◆ひと言コメント
1948 年１月高松刑務所に拝命、1986 年４月退職。1953 年から受刑者にソフトボールの指導と試
合の審判。1972 年から高松市、香川県、四国、全国等大会の審判を務める。現在も審判員に従事。
日本ソフトボール協会終身審判員の名誉称号を授与される。銃をバットに替えて、ソフトボール
米国には頑張ります。あせらず怪我しないようプレーする覚悟です。

（10）保倉進（やすくら すすむ）
東京都世田谷区

1923 年４月 27 日（84 歳）

◆従軍経験
昭和 18 年 12 月、学徒出陣として広島宇品陸軍船舶部隊入隊。セブ島初年兵教育後、幹部候補生
として四国豊浜幹候隊入隊。昭和 19 年より仙崎（山口県）を基地として、釜山・仙崎間の海上
輸送任務につく。陸軍少尉。
◆ひと言コメント
学生時代から長く野球に親しんできましたが、20 年前、アキレス腱を切断。今回は補欠として参
加できればと思います。

－
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（１１）矢野昭次（やの しょうじ）
1982 年３月８日・生（79 歳）

大分県別府市

◆従軍経験
1928 年海軍甲種飛行予科練習生

鹿児島市鴨池基地入隊。猛訓練のため肋膜炎を再発。学徒であ

るため除隊し復学。
◆ひと言コメント
中学教員退職後、別府市の還暦野球部のメンバーで捕手として全国大会に出場しました。現在、
大分市古希野球のメンバーとして全国大会に出場しています。

（１２）渡辺 嘉蔵（わたなべ かぞう）
岐阜県岐阜市

1926 年 1 月 9 日・生（81 歳）

◆従軍経験
昭和 18 年、陸軍航空隊特別幹部候補生に志願。昭和 19 年

春、浜松航空隊中部 97 部隊に入隊。

昭和 19 年 10 月、立川飛行学校で空中勤務者甲合格。昭和 19 年

12 月、浜松航空隊付になる。

昭和 20 年 1 月、教育隊から錬成隊付きになるが、米海軍第 7 艦隊の猛攻に対し飛行場守備隊に
編入される。3 月～4 月の間、生死をかけ熾烈を極めた敵襲を受け地対空の戦と沖縄戦へ特攻作
戦で上條、藤原等多くの親友をうしなうという戦闘が続く。5 月、そこで実践部隊を希望し陸軍
飛行 75 戦隊に配属される。99 式双発軽爆撃機よりキ 102 号複座式戦闘機乗員となり、米Ｂ29
爆撃機に対しての防衛戦と米軍敵前上陸に備える等実践に当たる。後に八戸飛行場にて米軍から
の鑑砲射撃、米軍との空中戦で九死に一生を得て 8 月 31 日実戦機を米軍に渡し、部隊解散して
復員する。
◆ひと言コメント
小学生時代に草野球を経験し、岐阜市議時代には野球議員連盟にくわわり守備位置として 1 塁手
（主に球拾い？）等を担当。岐阜県議時代も野球連盟に所属、市議時代と同じ経験をする。私は
アメリカ軍とは戦争において対決したが、その後に衆議院議員となり、さらに日本政府において
は橋本内閣の一員として内閣官房副長官を拝命。クリントン大統領との日米首脳会議に出席して
公式の場で対応したが、今回はこのすばらしい計画を聞きアメリカの人々と日本人の一人として
文化的な交流を結び、共同して世界平和と人間性溢れる地球社会を築いていく事を目指し、最後
の努力のステージとしたいと考えています。

－
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（13）岩生好正（いわお よしまさ）
福岡県行橋市

1933 年３月 20 日・生

（74 歳）

◆従軍経験
陸軍幼年学校受験中に終戦を迎えたため、従軍経験はありません。
◆ひと言コメント
野球は中学生時代に始め、社会人になってからも続けました。軟式、準硬式、監督として全国大
会に７回出場しました。スポーツを通じての親善は素晴らしいことと思います。

（14）扇谷雄一郎（おおぎや ゆういちろう）
宮城県遠田郡

1927 年 12 月 20 日・生（80 歳）

◆従軍経験
戦時中は学生だったため、軍需工場で働きながら勉学をしていた。従軍経験はない。
◆ひと言コメント
野球好きの父に育てられて野球少年になる。成人になると地元野球チームに入り国体などに参加
した。その後、高校野球の監督を 28 年間続け、還暦になってからは「オール仙台」に入会。古希
野球として全国大会で４度優勝し、最優秀選手賞を３度獲得。現在も頑張っています。日米交流
親善試合と聞き胸が高鳴るのを覚えます。日本人として恥じないゲームを楽しみたいと思います。

－
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（15）大田勝博（おおた かつひろ）
大分県大分市

1932 年 10 月 23 日・生（75 歳）

◆従軍経験
従軍経験はない。Ｂ29 による空爆を体験。学徒動員で地下壕の構築や農作業の支援を行った。
◆ひと言コメント
高校時代は甲子園を目指す高校球児。社会人時代は職場の野球チームで草野球。県民体育大会に
大分市代表として出場。定年後は還暦野球、古希野球を 14 年間続けた。この間、県代表として全
国大会に６回出場。米国の野球翁たちと一緒にプレーを楽しみたい。試合は「ウィン」勝ちにい
く。

（16）大谷博（おおたに ひろし）
山口県光市

1928 年６月 27 日・生

（79 歳）

◆従軍経験
終戦当時医学生で、特攻隊員を希望していました。
◆ひと言コメント
吾々は世界の激動期に青春時代を過ごした世代である。特に戦後の混乱期は、
「野球」こそが唯一
の救いだった。そして同じ世代の本場アメリカ・チームとの出会い。私は声を大にして言う。How
are you my Old Friends!!

－
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（17）岡田憲一郎（おかだ けんいちろう）
大分県大分市

1932 年８月 23 日・生（75 歳）

◆従軍経験
従軍経験はありません。旧制佐伯中学１年の時、校門前の防空壕及び校舎に爆弾が落ち、防空壕
の十数人が爆死、校舎が破壊された思い出がある。
◆ひと言コメント
高校卒業後、日通に入社。会社にノンプロチームが創部され、２年間在籍。以後社内の野球大会
に参加して、定年退職後は還暦及び古希チームの一人として全国大会に出場したりして、現在も
ベースボールをエンジョイしています。

（18）奥村啓介（おくむら けいすけ）
大阪府大阪市

1932 年 10 月 18 日・生（75 歳）

◆従軍経験
従軍経験はありません。
◆ひと言コメント
少年時代から私の人生は野球に明け暮れ、私から野球を取ったら何が残るかと考えるほど。スー
パーシニアとして集大成を試してみたい気持ちです。補欠でも、是非参加したい。妻の伯父は真
珠湾攻撃の総隊長渕田美津男です。

－
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（19）和田正遠（わだ まさおみ）
大分県別府市

1929 年３月 19 日・生

（78 歳）

◆従軍経験
学徒動員はしましたが従軍経験はありません。
◆ひと言コメント
草野球を 43 年続けてきました。怪我をしないように楽しみたい。

－
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●米国人選手リスト

【前列左から】

Mr. Edwin Holmes
■１９２８年５月１８日生まれ
■NY ロングビーチ出身
■元職業＝空港職員
■野球歴＝Barlett と Gulfport リーグの選手（アマチュアリーグ選手）
■Kids & Kubs は‘０３年来在籍
■陽気なムードメーカー。WWII は実戦経験無し。アンケートが戻っておらず詳細不明。

Mr. Menno DiLiberto
■１９２６年９月１日生まれ
■NY ブルックリン出身
■元職業＝オハイオ大学工業科教授
■野球歴＝San Diego と Cleveland のソフトボールリーグ選手
■Kids & Kubs は‘００年来在籍
■WWII での軍役
•徴兵招集 は‘44 年 12 月 27 日 。
•ネバダ州 SAMPSON で訓練兵。
•メリーランド州 BAINBRIDGE で通信兵の訓練を受ける。
•カリフォルニア州から南太平洋戦線へ、移送途中に終戦をむかえる

－
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•海軍３等通信兵としてフィリピンに配属 ‘４６年８月に兵役を解かれる
■元日本兵との野球の試合に想うこと − 軍隊経験から分かるように日本兵については映画や書
物の知識以外、戦争では直接交戦していないため何もありません。戦後に出会った多くの日本人
に対して個人的に抱いた好印象の他には、特に申し上げることはありません。

Mr. Robert Warsaw
■１９２６年４月３日生まれ
■イリノイ州シカゴ出身
■元職業＝シカゴ市警航空隊パイロット
■野球歴＝３年間マイナーリーグでプロ選手の経験あり
■Kids & Kubs は‘０４年来在籍
■アンケートが戻っていないため詳細不明

Mr. Mike Hungo
■１９１９年２月１０日生まれ
■ペンシルバニア州アレンタウン出身
■元職業＝地域作業員監督
■野球歴＝アマチュアリーグ選手
■Kids & Kubs は‘０３年来在籍
■アンケートが戻っていないため詳細不明

Mr. Irwin Abelson
■１９２５年４月７日生まれ
■イリノイ州シカゴ出身
■元職業＝沿岸警備隊隊員、生命保険営業マネージャー
■野球歴＝アマチュアリーグ Barlett の選手
■Kids & Kubs は‘００年来在籍
■WWII での軍役
•４３年１月に沿岸警備隊員として軍役に就く
•２０ヶ月間、南太平洋で２隻の攻撃艇の乗組員として戦闘に参加
（ US 陸軍艇 F.S 203 と US 海軍第７艦隊攻撃艇 AE95）
•フィリピン陥落作戦に参加。
•護衛艦が日本軍潜水艦と戦闘機から攻撃を受けるが生存。
•‘４５年４月、レイテ島戦線で FS203 が島の沖合で攻撃を受け航行停止。深夜１２時１０分
にアウトリガーカヌーで漕ぎ着け船舶の乗っ取りを企んだ日本軍の奇襲を
受ける。猛烈な銃撃戦の末、日本側が多数の死傷兵を出し退却。
■元日本兵との野球の試合に想うこと−
私個人的には、真珠湾攻撃に参戦した日本兵と野球の試合がしてみたい。
■野球歴−少年時代からソフトボールをプレイ。フロリダ移住を機会に再開
■人生のホームランの瞬間−フロリダに引退して自分の時間が持てたとき
■今のライフスタイル−自宅で大工仕事。アンティーク機関車玩具収集と売買。

－
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■健康法−ソフトボールと健康食とすてきな女性との出会い
■その他−予算面で大変なプロジェクトだが、幸運を祈る

【中央列左から】

Mr. Harvey Musser
■１９２３年５月１１日生まれ
■ペンシルバニア州ハリスバーグ出身
■元職業＝郵便局員
■野球歴＝Competitive Edge Sports Complex
■Kids & Kubs は‘９７年来在籍
■WWII での軍役
•オーストラリアで上陸作戦に参加
•ニューギニアの Port Mosby、Holandia、Markam Valley、Sansapor、
•フィリピン諸島
•レイテ島作戦
※戦闘中に左半身を負傷、左目失明
■元日本兵との野球の試合に想うこと− この試合実現は歴史的なイベントになる

Mr. Loren Eugene Murphy
■１９２３年１２月１５日生まれ
■オハイオ州デイトン出身
■元職業＝NCR に２５年間勤務。
■野球歴＝ソフトボールリーグ選手として全米を転戦。後にオハイオ州ソフトボールの殿堂入り。
大学＆高校野球の公式球審を４０年間つとめた
■Kids & Kubs は‘０１年来在籍
■WWII での軍役
•ヨーロッパ戦線で２年間戦闘経験（英国、アイルランド、フランス）
•フランスからパナマ運河を通り日本へ向かう途中で終戦を迎える
•戦後フィリピンに滞在後、東京と横浜に４ヶ月間進駐
■元日本兵との野球の試合に想うこと−非常に意義深いイベント
■今のライフスタイル−週３日野球をプレイ。ビンゴゲーム。退役軍人集会に参加
■健康法−幸運にも非常に健康。僅かな処方薬を飲む程度。

Mr. Lawrence (Larry) Willows
■１９２６年３月３１日生まれ
■NY 州 Garnersville 出身
■元職業＝電気会社（Con Edison 社）に３７年間勤務。
NYC エンジン No.1 のボランティア消防士を４７年間つとめる
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■野球歴＝消防士ソフトボールリーグで４０年プレイ。Bartlett で１５年間。
■Kids & Kubs は‘０１年来在籍
■WWII での軍役
•US CABOT CVL-28＝南太平洋で対空哨戒艇に乗船
•マーシャル諸島、フィリピン諸島、トラック島、サイパン、台湾を転戦
•記憶に残るのは漂流していた日本兵。やせ細り小さく見えた兵士を海兵隊が救助
した時、毅然とした態度を崩さず、しかし捕虜となり悔しそうな表情であった
■元日本兵との野球の試合に想うこと−戦争に対するイメージは、真珠湾を日本が
爆撃したこと。あれからこれほど時が経過し記憶が薄れて行くなか、日本の退役
軍人と相見えることができればすばらしい。
■人生のホームランの瞬間−結婚、子供の誕生、そして孫とひ孫に囲まれる時
■今のライフスタイル−１年の４ヶ月を NY 州ロックランドで子供たちや孫と過ごし、冬場はフロ
リダで野球三昧の生活を送る
■健康法−過去１７年間にわたりルキミアを患っているが概して健康状態は良い

Mr. Walter John (Walt) Pawley
■１９２０年１月２２日生まれ
■ミシガン州デトロイト出身
■元職業＝デトロイト市警警官。のちに私立探偵
■野球歴＝子供の頃からサウスポーで一塁手。ソフトボールリーグで２２年間プレイ
■Kids & Kubs は‘９４年来在籍
■WWII での軍役
•陸軍兵として‘４１年から４６年まで従軍。
•第２５歩兵部隊に配属され南西太平洋地域で２年間戦闘に参加
•Dear John Letter（戦地の恋人へ女性が出す別れの手紙）の思い出は今も強烈
■人生のホームランの瞬間−女房との結婚
■元日本兵へのメッセージ−毎日が修行。禁煙は絶対！
前向きに物事をとらえ考えて行くこと、健康な食事、そして運動。

Mr. Maynard Saugstad
■１９２５年５月１２日生まれ
■ウィスコンシン州 West Allis 出身
■元職業＝高校と大学の経済科教師（講師）として３４年間勤務。
またバスケとフットボールのコーチを１３年間つとめる。
■野球歴＝現役の間はすべてのスポーツを経験。引退後はずっと野球。
■Kids & Kubs は‘００年来在籍
■WWII での軍役
•戦闘の経験は無い…‘４３年入隊。４４年から４５年までハワイで兵役に就く。
•４６年からサイパンに駐留
•日本兵との接点は無く、特に敵兵として抱く印象も無い
•戦争を定義づけるとすれば、「アメリカに対する破壊や侵略行為」
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Mr. Thomas Panebianco
■１９２７年９月９日生まれ
■NY 州 NY 市出身
■元職業＝NY 市清掃局
■野球歴＝生涯を通して野球を続けてきた
■Kids & Kubs は‘０２年来在籍
■WWII での軍役
•４５年にハワイで兵役に就く。
•爆撃機 USS Belleau Wood の乗員。終戦後は東京に数日間進駐。
•戦争に就いては語れないという…「The most unforgettable and unforgivable
crime was committed by some US redneck sailors. I will not go into the details」

【後列左から】

Mr. John Gist
■１９２２年１１月１１日生まれ
■NY 州マウントバーノン市（NY 市郊外）出身
■元職業＝長距離トラック運転
■野球歴＝若い頃はフットボールに夢中（西バージニア大学のフットボール殿堂）
■Kids & Kubs は‘０５年来在籍
■WWII での軍役
•太平洋戦争に兵站部として参加。ニューギニア、ニューカレドニア、マナシス諸島
を転戦するも、実践への参加経験は無い
•戦争を通して抱いた日本へのイメージはアメリカ兵同様「自国のために戦う兵」

Mr. Winchell Smith （現 Kids & Kubs の代表）
■１９１９年９月２３日生まれ
■オハイオ州シンシナティー出身
■元職業＝機械工場社長
■野球歴＝青年野球４０年間プレイ
■Kids & Kubs は‘９９年来在籍
■WWII での軍役
•４１年に陸軍入隊。ニューギニア、フィリピン、レイテ、ミンダナオで戦闘に参加
※戦争についてはよほどの思い出があるのか、もう昔のことの多くを語らない
■元日本兵へのメッセージ−

野球の試合では負けないよ！

－

16 －

Mr. Edgar (Andy) Devine
■１９２６年１月９日生まれ
■NY 州ブルックリン出身
■元職業＝WWII からを経て朝鮮戦争、ベトナム戦に従軍。退役後は税関職員
■野球歴＝生涯を通し、各リーグで野球を続けてきた
■Kids & Kubs は‘０１年来在籍
■WWII での軍役
•米海軍 USS CVE79 に乗船。４５年１月、攻撃を受け乗員９２名死亡。
■健康法−午前中に野球、昼から家の中で作業する。数年前にバイパス手術を受けたが今はいたっ
て健康。

Mr. Hal Fisher
■１９２５年１０月２５日生まれ
■フロリダ州フォートラウダデール出身
■元職業＝船舶製造技術者
■野球歴＝子供のころから野球を続け、５０才から本格的にリーグでプレイ
■Kids & Kubs は‘００年来在籍
■WWII での軍役
•海軍の技術者として太平洋戦争に従軍
■アンケートが戻っていないため詳細不明
以上
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