
８月

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） 【０】【０】【０】【０】 （四死球） （０） （０） （１） （０） （０） （１） 【２】【２】【２】【２】

（安打） （２） （０） （０） （２） （０） 【４】【４】【４】【４】 （安打） （１） （１） （１） （１） （０） （３） 【７】【７】【７】【７】

４７試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ４８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

さつき（下川西） 3333 0000 0000 1111 0000 4 宮内ＦＳ 1111 0000 0000 0000 0000 3333 4

宮内ＦＳ 0000 8888 1111 1111 ×××× 10 けいせつ 0000 0000 1111 1111 0000 0000 2

（安打） （０） （２） （２） （１） 【５】【５】【５】【５】 （安打） （１） （０） （０） （０） （１） （１） 【３】【３】【３】【３】

（四死球） （２） （５） （０） （０） 【７】【７】【７】【７】 （四死球） （０） （０） （０） （１） （１） （０） 【２】【２】【２】【２】

投手～○五井（１３勝４敗）〈８奪三振〉 投手～○小成（１４勝１０敗）〈６奪三振〉

８月４日（月）　１回戦　スポーツ広場③８月４日（月）　１回戦　スポーツ広場③８月４日（月）　１回戦　スポーツ広場③８月４日（月）　１回戦　スポーツ広場③

２７勝１７敗３分２７勝１７敗３分２７勝１７敗３分２７勝１７敗３分

☆ＨＲ～翔太2号　☆二塁打～貴史

　初回２安打３失策がからんで３点先制され、反撃も２

四球をもらいながら２残塁の無得点といやなスタート。

しかし、２回裏２安打５四球、翔太翔太翔太翔太ののののＨＲＨＲＨＲＨＲもと飛び出し

て一挙８点を挙げて逆転。３回には９９９９番貴史番貴史番貴史番貴史のののの２２２２塁塁塁塁

打打打打、、、、１１１１番一真番一真番一真番一真のタイムリーのタイムリーのタイムリーのタイムリー、４回にも１点追加して、

終わってみれば１０－４で圧勝も少しヒヤッとした立ち

上がりでした。

　とりあえず初戦突破、このいきおいで次の試合も勝ち

すすむぞ。

２８勝１７敗３分２８勝１７敗３分２８勝１７敗３分２８勝１７敗３分

☆二塁打～翔太、寛人

　サヨナラ勝で勢いに乗るけいせつ相手に初回一真の

内野安打のあと１アウトから直弥のライトゴロの間に３

塁から一真が先制のホームイン。３回裏２つのエラー

で出したランナーをＷＰ２つで同点とされる。４回裏に

は死球のランナーが３塁に進んだあと前進守備の１塁

後方にフラフラと上がるフライがポトリと落ちて逆転。２

回以降相手投手を打ちあぐみ決定打とならねばと思っ

ていたところ、５回裏ヒット、四球で１アウト２・３塁のピ

ンチ。しかし。大大大大エースにエースにエースにエースに成長成長成長成長したしたしたした孝和孝和孝和孝和が後続をセン

ターフライ、ショートゴロに押さえてピンチを切り抜け

る。「「「「ピンチをしのいだピンチをしのいだピンチをしのいだピンチをしのいだ時時時時はははは負負負負けてもいいとけてもいいとけてもいいとけてもいいと思思思思っっっっ

たたたた」」」」発言が某コーチからでるほど切羽詰まった心境

だった。「ピンチのあとは」と問いかけるとすかさず

「チャンスあり」と返事が帰ってきた最終回、１番一真が

内野安打で出塁、ＷＰで３進、２番井上が粘って四球、

２盗でつかんだチャンスのカウント１・１から３３３３番直弥番直弥番直弥番直弥

がスクイズをがスクイズをがスクイズをがスクイズを決決決決めてめてめてめて、３塁から一真が同点、２２２２塁塁塁塁

からからからから寛人寛人寛人寛人がよくがよくがよくがよく走走走走りこんでりこんでりこんでりこんで逆転逆転逆転逆転にににに成功成功成功成功。。。。４番裕弥

がヒット、５番孝和のヒットで裕弥が暴走気味に３塁

へ、これが相手の送球ミスを誘い貴重な追加点。その

裏、４番にレフトオーバーの２塁打を打たれるも、１点

やってもいいから、打者３人で勝負のアドバイス通り後

続を断って苦しみながらも勝利しました。

６勝２敗１分

８月４日（月）　２回戦　スポーツ広場③８月４日（月）　２回戦　スポーツ広場③８月４日（月）　２回戦　スポーツ広場③８月４日（月）　２回戦　スポーツ広場③

３位入賞第２０ライオンズ旗争奪少年野球大会

ＦＳ通信１１号参照ＦＳ通信１１号参照ＦＳ通信１１号参照ＦＳ通信１１号参照

☆逆転スクイズ～直弥（２ラン～一真、寛人）



（四死球） （１） （０） （２） （１） （０） （０） （０） 【４】【４】【４】【４】 （四死球） （０） （０） （１） （０） （２） 【３】【３】【３】【３】

（安打） （０） （０） （１） （０） （０） （１） （２） 【４】【４】【４】【４】 （安打） （３） （４） （０） （５） （４） 【１６】【１６】【１６】【１６】

４９試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ５０試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

ＭＩＴＳＵＷＡ 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1 2 阪之上クラブ 2222 2222 0000 4444 6666 14

宮内ＦＳ 1111 0000 0000 0000 0000 0000 ２２２２×××× 3 宮内ＦＳ 0000 0000 0000 0000 0000 0

（安打） （２） （０） （０） （０） （０） （０） （３） 【５】【５】【５】【５】 （安打） （０） （２） （０） （１） （０） 【３】【３】【３】【３】

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） （０） （０） ００００ （四死球） （０） （１） （０） （０） （０） 【１】【１】【１】【１】

投手～○小成（１５勝１０敗）〈４奪三振〉 投手～●小成（１５勝１１敗）、五井（１回）

　４大会を終えて、とうとう決勝進出はなりませんでしたが、３３３３大会連続大会連続大会連続大会連続３３３３位入賞位入賞位入賞位入賞と素晴しい成

績を上げました。たくさんの感動を与えてくれた子供たちに感謝です。本当にありがとう。

　保護者の皆さんも、ありがとうございました。

　次の大会に向けて、もうひと踏ん張りよろしくお願いします。

８８８８月月月月７７７７日日日日（（（（木木木木）　）　）　）　準決勝準決勝準決勝準決勝　　　　悠久山球場悠久山球場悠久山球場悠久山球場

　初回２アウトから３番直弥、４番裕弥の連続ヒット

で幸先よく先制。相手の攻撃を３回満塁、４回２死３

塁とピンチをしのぎ、このままいくかと思われた６回３番

にセンター前へ、１死３塁から５番を三振に抑えるも

キャッチャーがタッチにいかず振り逃げで１塁送球アウ

トの間に３塁ランナーがホームインして同点。終了時間

ギリギリのところで最終回に突入。流れがＭＩＴＳＵＷＡ

に変わって代打の先頭打者に３塁打、ショートゴロ

（ショートファンブル）の間に１失点。攻撃はと言えば２

回から６回まで相手投手の前にエラーのランナーを一

人出しただけの完全に抑えられる劣勢。しかし、今の

ファイターズはこれからが勝負。劣勢にも負けなくなっ

た精神力で逆転を許すきっかけとなった４番裕弥がセ

ンター前ヒット、２盗。５番孝和がセンターオー

バーの間に裕弥が帰って同点。今大会絶好調５番

翔太太太太おいしい場面で全くと言っていいほどタイミングが

合わず２ストライク、しかし執念でセンターオーバー

に運び２塁から孝和がサヨナラのホームイン。最

初から打てればこんなに苦しまなかったのに、最後は

基本に返って皆でセンター返しの３連打。それにして

もわざわざヘッドスライディングしなくてもいい

のに裕弥も孝和もパフォーマンスを見せてくれま

した。これで当初目標当初目標当初目標当初目標にしていたベストにしていたベストにしていたベストにしていたベスト４４４４進出進出進出進出。。。。

明日明日明日明日はははは悠久山球場悠久山球場悠久山球場悠久山球場でででで初初初初のののの決勝進出決勝進出決勝進出決勝進出をかけてをかけてをかけてをかけて戦戦戦戦いまいまいまいま

すすすす。。。。

８月６日（水）　準々決勝　スポーツ広場④８月６日（水）　準々決勝　スポーツ広場④８月６日（水）　準々決勝　スポーツ広場④８月６日（水）　準々決勝　スポーツ広場④

２９勝１７敗３分２９勝１７敗３分２９勝１７敗３分２９勝１７敗３分

☆二塁打～孝和（同点打）、翔太（サヨナラ打） ２９勝１８敗３分２９勝１８敗３分２９勝１８敗３分２９勝１８敗３分

　帰ってきたぞ悠久山球場、昨年はＢ大会おしく

も準優勝。成長した１０名の６年生、今日勝って

明日も勝って優勝だと望んだ一戦。

　初回三振スタートで波に乗るかと思もわれた

が、３連打を食って２失点。２回にも４安打２失

点。３回こそ０点に押さえたものの阪之上の攻撃

は容赦なく、４回打者８人５安打４点。６回には代

わった裕弥から打者一巡の猛攻で４安打２四球、

２失策も絡んで６点の計１４失点。攻撃では、３

安打１四球しか奪えず、３塁までナンナーを

進めたのが２度しかなく完敗であった。

　思わぬ大敗に気持ちは晴れやか。６年生最後

の市内大会を終えてどうやってなぐさめてやろう

かと思っていたが、一人も泣いている者がおらず

少し拍子ぬけ。反省でも悠久山で試合が出来て

うれしかった発言が多く、試合が出来たことで満

足してしまったのだろうか。１０人しかいない６

年生で戦ったこの大会、１・２回戦逆転、３

回戦逆転サヨナラ勝。そして準決勝１０人全

員の名前が悠久山球場でコールされ楽しんで

大会を終わることが出来ました。

３大会連続３位入賞　おめでとう！



（四死球） （０） （１） （２） （０） （０） （１） （０） （０） （０）

（安打） （０） （０） （０） （０） （０） （１） （１） （０） （１）

５１試合目 1 2 3 4 5 6 7 8 9

刈谷田（栃尾） 0000 0000 1111 0000 0000 0000 0 1 4

宮内ＦＳ 0 0 0 1 0 0 0 1 4

（安打） （１） （０） （１） （０） （１） （０） （０） （１） （２）

（四死球） （０） （１） （１） （１） （０） （０） （１） （０） （０）

投手～小成（４回）、五井（５回）

（四死球） （０） （２） （０） （１） （０） （０） （１） 【４】【４】【４】【４】 （四死球） （０） （０） （０） （１） （０） （１） （２） 【４】【４】【４】【４】

（安打） （２） （０） （２） （０） （０） （１） （４） 【９】【９】【９】【９】 （安打） （０） （０） （０） （１） （１） （０） （０） 【２】【２】【２】【２】

５２試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ５３試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 1111 1111 0000 0000 0000 0000 4 6 宮内ＦＳ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0 0

上組こだま 3 0 0 0 0 0 0 3 若木（関原） 0 1 0 1 1 1 × 4

（安打） （２） （０） （０） （０） （１） （０） （１） 【４】【４】【４】【４】 （安打） （０） （０） （０） （０） （１） （２） 【３】【３】【３】【３】

（四死球） （２） （１） （１） （１） （１） （２） （０） 【８】【８】【８】【８】 （四死球） （１） （１） （１） （３） （１） （２） 【９】【９】【９】【９】

投手～○小成（１６勝１１敗）〈３奪三振〉 投手～●高田（１敗）〈４回〉、井上（２回）

（四死球） （１） （２） （２） （１） （０） （０） （０） 【６】【６】【６】【６】 （四死球） （０） （２） （３） （２） （０） （１） 【８】【８】【８】【８】

（安打） （０） （１） （１） （０） （０） （１） （０） 【３】【３】【３】【３】 （安打） （２） （３） （０） （１） （０） （４） 【１０】【１０】【１０】【１０】

５４試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ５５試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0000 0000 1111 0000 0000 0000 0 1 宮内ＦＳ 1111 5555 0000 4444 0000 7777 17

くずはｸﾗﾌﾞ 0 0 0 0 0 0 0 0 くずはｸﾗﾌﾞ 0 0 1 0 0 0 1

（安打） （０） （１） （０） （０） （０） （０） （０） 【１】【１】【１】【１】 （安打） （０） （０） （２） （０） （０） （１） 【３】【３】【３】【３】

（四死球） （１） （１） （０） （１） （１） （０） （１） 【５】【５】【５】【５】 （四死球） （０） （０） （１） （０） （１） （１） 【３】【３】【３】【３】

投手～○小成（１７勝１１敗）

３０勝１９敗４分３０勝１９敗４分３０勝１９敗４分３０勝１９敗４分３０勝１８敗４分３０勝１８敗４分３０勝１８敗４分３０勝１８敗４分

　栃尾代表で読売中越大会出場の刈谷田を迎えて、６

年生３人を欠くも、そこは実力揃いの５年生がカバーし

て望んだ一戦。３回に１・３塁から２盗、ショートカットの

間に３塁ランナーが先制のホームイン。４回裏に４番裕

弥が四球から２盗、３盗６番先発亘のショートゴロで同

点に追いつく。その後は刈谷田の投手、ＦＳ孝和（４

回）、裕弥（３回）の投手戦となり７回終わって同点。

　エキストラ突入の８回表レフトフライを千聖が好

捕、飛び出した２塁へ送球も２塁ランナーと交差して

ボールがこぼれる間に１点。その裏の反撃、１アウトから

２番翔太のショート後方へのフライがポトリと落

ちて同点、２塁から本塁を欲張った勇斗がタッチアウ

ト、オーバーランした１塁にも転送されてＤＰでチェン

ジ。９回表３番にセンターオーバー走者一掃の３塁打、

４番サードゴロで１点追加。４点を追うその裏ＦＳも同じく

３番からの攻撃で、直弥主将が見事期待に応えてセ

ンター右を襲う走者一掃の２塁打、４番裕弥のレ

フトオーバー３塁打で同点、サヨナラのチャンス

も走塁ミス、スクイズファールなど決定打が出ずに引き

分け。相手の大事な試合を前にいい試合が出来まし

た。前日の台風１０号による雨のおかげで朝からの水取

りご苦労様でした。

８月１０日（日）  宮内小グラウンド８月１０日（日）  宮内小グラウンド８月１０日（日）  宮内小グラウンド８月１０日（日）  宮内小グラウンド

投手～○五井（１４勝４敗）〈３回〉、廣田〈２回〉、井上〈１回〉

☆三塁打～裕弥☆二塁打～直弥、裕弥 ３２勝１９敗４分３２勝１９敗４分３２勝１９敗４分３２勝１９敗４分

　監督が体育館で趣味に講じている中の一戦目、監督

代行２試合目の高田コーチが、接戦の中、子供たちをう

まく操って最終回４安打１四球で４点を取って逆転。こ

のところすっかり定着したFSの終盤での逆転勝利でし

た。

２９勝１８敗４分２９勝１８敗４分２９勝１８敗４分２９勝１８敗４分

☆三塁打～裕弥　☆二塁打～直弥

　２戦目は小成コーチが初采配を振い、今季初先発の

直弥主将、２番手寛人が好投するも、若木の相田投手

の好投に２安打４四球で完封負け。苦い監督デビュー

となりました。

８月２４日（日）　宮内小グラウンド８月２４日（日）　宮内小グラウンド８月２４日（日）　宮内小グラウンド８月２４日（日）　宮内小グラウンド

☆二塁打～裕弥、翔太

　Bチームと同時ゲームにより監督代行２戦目となった小成コーチ。打線はけがから復帰の翔太の

２安打、４番裕弥の貴重なタイムリーの３安打ながら、せがれの孝和が好投して５四球を出

しながら、内野安打１本に抑えて１－０の完封。監督代行初戦に完封負けした悔しさを完封勝

利で小成監督代行に初勝利をプレゼント。孝和くん！ごほうびは何をもらったのでしょうか。

３１勝１９敗４分３１勝１９敗４分３１勝１９敗４分３１勝１９敗４分

８月３０日（土）　宮内小グラウンド８月３０日（土）　宮内小グラウンド８月３０日（土）　宮内小グラウンド８月３０日（土）　宮内小グラウンド



９月

（四死球） （０） （０） （１） （０） （０） （１） 【２】

（安打） （２） （０） （０） （１） （０） （１） 【４】

５６試合目 1 2 3 4 5 6 計

宮内ＦＳ 1111 0000 0000 1111 0000 1111 3333

ＤＭクラブ 0000 0000 0000 0000 3333 １１１１×××× 4444

（安打） （１） （０） （０） （１） （２） （２） 【６】

（四死球） （１） （１） （１） （０） （１） （０） 【４】

投手～●小成（６回0/3）<１７勝１２敗>

☆ＨＲ～寛人７号

（四死球） （１） （２） （０） （０） （１） （０） （０） （４）

（安打） （２） （１） （１） （０） （０） （１） （１） （６）

５７試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内FS 2222 1111 0000 0000 0000 0000 0000 3333

青山青山青山青山あらなみあらなみあらなみあらなみ 1111 1111 0000 0000 1111 0000 １１１１×××× 4444

（安打） （１） （１） （０） （０） （１） （２） （１） （６）

（四死球） （２） （１） （２） （０） （１） （０） （１） （７）

投手～小成（３回）●五井（３回1/3）<１４勝５敗>

（四死球） （０） （０） （２） （１） （１） 【４】【４】【４】【４】

（安打） （１） （０） （１） （１） （０） 【３】【３】【３】【３】

５８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 1111 0000 3333 0000 0000 4

味小ｽｶｲｷｯｽﾞ 0 0 5 3 × 8

（安打） （１） （２） （６） （２） 【１１】【１１】【１１】【１１】

（四死球） （１） （０） （１） （０） 【２】【２】【２】【２】

投手～●五井〈１４勝６敗〉（４回）〈奪三振０〉

☆二塁打～裕弥　

９月１５日（月祝）  味方村民球場９月１５日（月祝）  味方村民球場９月１５日（月祝）  味方村民球場９月１５日（月祝）  味方村民球場

３２勝２２敗４分３２勝２２敗４分３２勝２２敗４分３２勝２２敗４分

４

回

２勝５敗

ＦＳ通信１６号参照ＦＳ通信１６号参照ＦＳ通信１６号参照ＦＳ通信１６号参照

　直弥三ゴロ、裕弥左直、孝和左越え２塁打孝和左越え２塁打孝和左越え２塁打孝和左越え２塁打、翔太に

期待も１ゴロ。

９月１５日（月祝）　吉田町野球場９月１５日（月祝）　吉田町野球場９月１５日（月祝）　吉田町野球場９月１５日（月祝）　吉田町野球場

第２回　吉田町体育協会長杯少年野球大会　

第１回　栃尾市親善学童少年野球大会

３２勝２１敗４分３２勝２１敗４分３２勝２１敗４分３２勝２１敗４分

　初回２アウトから３番直弥センター前、盗塁、４番裕３番直弥センター前、盗塁、４番裕３番直弥センター前、盗塁、４番裕３番直弥センター前、盗塁、４番裕

弥のライト前ヒットで幸先よく先制。弥のライト前ヒットで幸先よく先制。弥のライト前ヒットで幸先よく先制。弥のライト前ヒットで幸先よく先制。４回には２番井上

のHRが飛び出して貴重な追加点。今日の孝和の調子

からしてこのまま完封と思った５回裏四球、エラーで出

したランナーを３番に３ランHRでまさかの逆転。逆に１

点を追う形となった６回９番朗三振、１番一真倒れた２

アウトから、２番井上が四球、３番直弥がインターフエ

ア、４番裕弥がライト前へはじき返して同点。４番裕弥がライト前へはじき返して同点。４番裕弥がライト前へはじき返して同点。４番裕弥がライト前へはじき返して同点。しかし、

その裏先頭打者に左中間を破られ、２塁オーバンラン

して助けられながらミスで殺せないばかりか３塁を与え

てしまう。そして次打者にサヨナラヒットを浴びて敗退。

押し気味に進めながら、終盤に逆転され悔しい敗退で

した。

南部秋季大会と重なったこの大会。２回戦から応援に

駆けつける予定が．．．おもわぬ敗戦。後半はパニッ

ク、不明な点はニセ監督へお聞きください。（千春）

９月１３日（土）　栃尾南小学校グラウンド９月１３日（土）　栃尾南小学校グラウンド９月１３日（土）　栃尾南小学校グラウンド９月１３日（土）　栃尾南小学校グラウンド

３２勝２０敗４分３２勝２０敗４分３２勝２０敗４分３２勝２０敗４分

　投手交代。６番翔太セカンドライナー。７番勇斗三エ

ラー後、リレードスチールリレードスチールリレードスチールリレードスチール、８番助っ人広太四球、９番

２年振りにＦＳのユニホームで登場の基輝センター前２年振りにＦＳのユニホームで登場の基輝センター前２年振りにＦＳのユニホームで登場の基輝センター前２年振りにＦＳのユニホームで登場の基輝センター前

ヒットで満塁ヒットで満塁ヒットで満塁ヒットで満塁 、、、、１番一真押出しの四球で１点追加一真押出しの四球で１点追加一真押出しの四球で１点追加一真押出しの四球で１点追加。ここ

ぞと２番のところで代打井上を送り出し追加点を狙う。

期待に応えたするどい当たりはレフトライナーとなり３

塁ランナー飛び出してゲッツー。すこしそれれば試合を

決めたほどの当たりでした。

　助っ人３番手直幸が代打で登場したが中飛、広太二

ゴロ、基輝中飛で上組クリーアップの攻撃も３人で終

了。

３

回

　１番から始まる３巡目、一真二ゴロ、寛人捕飛、直弥

四球で出塁も、裕弥三ゴロ。

６

回

　途中出場の５番祐介中前ヒット。このヒットで黒崎登

板。昨日の練習の村山、高田コーチより遅いと自信を

持って望むも、翔太一ゴロ。直幸左飛、広太三振。

５

回

7

回

裏

　なんとか先頭打者を打ち取りたいところ４番黒崎を意識したか四

球、５番を送りバント失敗（投飛）に仕留めたが、ワイルドピッチで２

塁、６番に左中間ヒットを打たれ２塁ランナー帰ってサヨナラ負け。

７

回

　同点で迎えた最終回、何とか１点勝ち越したい場面。

しかし、黒崎も調子を上げてきて、球のスピードも増し

て基輝は外角高め手が出ず見逃し三振、一真三ゴロ、

寛人が黒崎から中前へ初安打寛人が黒崎から中前へ初安打寛人が黒崎から中前へ初安打寛人が黒崎から中前へ初安打、しかし直弥も内角球

に手が出ず三振に倒れ勝ち越しならず。

ＦＳ通信１６号参照ＦＳ通信１６号参照ＦＳ通信１６号参照ＦＳ通信１６号参照

１

回

　一番一真レフト前ヒット一真レフト前ヒット一真レフト前ヒット一真レフト前ヒット、２番朗バントの構えで揺さ

ぶり四球、３番直弥三振、４番裕弥右中間タイムリー裕弥右中間タイムリー裕弥右中間タイムリー裕弥右中間タイムリー

ヒットで２点先制ヒットで２点先制ヒットで２点先制ヒットで２点先制も３塁を欲張ってﾀｯﾁｱｳﾄ。５番孝和三

ゴロ。

吉田杯吉田杯吉田杯吉田杯　　　　ファイターズのファイターズのファイターズのファイターズの攻撃攻撃攻撃攻撃

２

回



（四死球） （１） （２） （０） （２） （２） （０） （０） 【７】【７】【７】【７】 （四死球） （０） （１） （１） （１） （１） （１） （０） 【５】【５】【５】【５】

（安打） （０） （１） （１） （２） （０） （０） （０） 【４】【４】【４】【４】 （安打） （０） （２） （０） （０） （１） （０） （０） 【３】【３】【３】【３】

５９試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ６０試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 1111 1111 1111 2222 0000 0000 0 5 越路クラブ 0000 3333 0000 0000 2222 0000 0 5

ＭＩＴＳＵＷＡ 0 0 0 0 0 1 0 1 宮内ＦＳ 1 1 0 2 2 3 × 9

（安打） （１） （０） （０） （０） （０） （１） （１） 【３】【３】【３】【３】 （安打） （１） （０） （０） （１） （１） （２） 【５】【５】【５】【５】

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） （０） （０） ００００ （四死球） （０） （０） （１） （２） （１） （１） 【５】【５】【５】【５】

投手～○五井（１５勝６敗）〈４奪三振〉

☆三塁打～裕弥　

（四死球） （０） （１） （０） （３） （０） （１） 【５】 （四死球） （０） （０） （０） （０） （１） （０） （１） 【２】

（安打） （１） （０） （１） （１） （１） （１） 【５】 （安打） （１） （０） （１） （１） （１） （１） （０） 【５】

６１試合目 1 2 3 4 5 6 計 ６２試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111 宮内ＦＳ 1111 0000 0000 0000 1111 0000 0000 2222

八幡クラブ 2222 0000 0000 1111 0000 ×××× 3333 小出青空 2222 0000 0000 3333 0000 0000 ×××× 5555

（安打） （１） （０） （０） （０） （０） 【１】 （安打） （１） （１） （０） （２） （１） （０） 【５】

（四死球） （２） （０） （０） （０） （０） 【２】 （四死球） （０） （０） （０） （１） （１） （１） 【３】

投手～●小成（0/3）<１７勝１３敗>、五井（５回） 投手～●五井<１５勝７敗>

９月２７日（土）　宮内小グラウンド９月２７日（土）　宮内小グラウンド９月２７日（土）　宮内小グラウンド９月２７日（土）　宮内小グラウンド

３３勝２２敗４分３３勝２２敗４分３３勝２２敗４分３３勝２２敗４分

☆三塁打～直弥、二塁打～将志☆三塁打～直弥、二塁打～将志☆三塁打～直弥、二塁打～将志☆三塁打～直弥、二塁打～将志 ３４勝２３敗４分３４勝２３敗４分３４勝２３敗４分３４勝２３敗４分

　〝いけるか〟という問いに｢はい｣と応えた孝和を先

発に送るも、やはり不安があるのか全力投球できず

に、１・２番に連続四球出したところで、思い切って裕弥

に交代。３番三振、４番遊ゴロと討ち取って安心したか

５番にセンターオーバーを打たれ２失点。　打つ方で

は、初回２アウトから３番直弥の三塁打３番直弥の三塁打３番直弥の三塁打３番直弥の三塁打、４番裕弥のセ

ンターへ抜けるかという当たりを好捕され無得点。３回

には８番将志がレフトオーバーの二塁打８番将志がレフトオーバーの二塁打８番将志がレフトオーバーの二塁打８番将志がレフトオーバーの二塁打を放つも後続

が倒れ無得点。４回には１安打３四死球、２アウト満塁

とせめながらあと１本出ずに無得点。次の１点をどちら

が取るかで勝敗が大きく左右されると思っていた中、な

かなか点が取れないのに対し、４回裏エラーで出したラ

ンナーを１アウトからスクイズを決められ１失点。６回相

手エラーで１点返すも時期すでに遅しであった。

　八幡は１安打２四球１失策のがすべが得点にからみ

３点、それに対し５安打５四球と相手を上回りながら、５安打５四球と相手を上回りながら、５安打５四球と相手を上回りながら、５安打５四球と相手を上回りながら、

最後まで内容で勝ちながら勝敗で負けてしまうという少

し悔いの残る結果となった。

第７回米百俵杯争奪ｽﾎﾟｰﾂ少年団少年野球大会

３４勝２４敗４分３４勝２４敗４分３４勝２４敗４分３４勝２４敗４分

　第一試合には負けたけどこの試合に勝てば３

チーム同率による抽選で決勝リーグ進出の可能

性を話して望んだ一戦。

　初回１番に翔太を起用してライトエラーにより出

塁、２番寛人がセンターオーバーで１点先制、２番寛人がセンターオーバーで１点先制、２番寛人がセンターオーバーで１点先制、２番寛人がセンターオーバーで１点先制、さ

らに本塁を狙うもタッチアウト。その裏連投の裕

弥が２アウトから５番にセンター前に弾かれエ

ラー、インターフェアで出した２人のランナーが帰

り２失点。４回には、２安打（１ＨＲ）１四球１失策で

３失点。５回表に相手エラーで１点返すもここまで

となってしまった。お互い５安打２・３四球、２失策

と同じ内容ながらチャンスで打てなかった違いが

出て敗戦となりました。

孝の肘痛もあってサード一真、ショート勇斗の三遊間コ

ンビ誕生。肌寒い中、いつもと違うポジションでもよくが

んばりました。（由貴枝）

１試合目初サードを無難にこなした一真、今度は初先

発マウンドへ。４回投げて１点リード、勝投手の権利

を残して降板も２番手直弥が打たれて初勝利ならず。

その後逆転、直弥がうれしい初勝利。

９月２０日（土）　越路球場　９月２０日（土）　越路球場　９月２０日（土）　越路球場　９月２０日（土）　越路球場　

投手～廣田（４回）、○高田（１勝１敗）〈３回〉

ＦＳ通信１７号参照ＦＳ通信１７号参照ＦＳ通信１７号参照ＦＳ通信１７号参照

３４勝２２敗４分３４勝２２敗４分３４勝２２敗４分３４勝２２敗４分

☆三塁打～寛人☆三塁打～寛人☆三塁打～寛人☆三塁打～寛人



＊決勝リーグ結果（２８日）＊決勝リーグ結果（２８日）＊決勝リーグ結果（２８日）＊決勝リーグ結果（２８日） ※順位決定戦※順位決定戦※順位決定戦※順位決定戦

Ａコート

　小出４－２阪之上 　小須戸２－１加茂 　小出３×－２加茂

　小出９－８十日町（中魚） 　加茂15－７新町

　阪之上７－４十日町 　新町４－１小須戸

　１位・小出（２勝） ３チーム１勝１敗により抽選の結果

　２位・阪之上（１勝１敗） １位・加茂、２位・新町、３位・小須戸＊３位決定戦＊３位決定戦＊３位決定戦＊３位決定戦

　阪之上９－１新町

１０月

（四死球） （１） （１） （１） （０） 【３】 （四死球） （０） （０） （０） （０） （１） 【１】

（安打） （０） （１） （０） （０） 【１】 （安打） （０） （０） （１） （０） （４） 【５】

６３試合目 1 2 3 4 5 6 計 ６４試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

ＤＭクラブ 0000 0000 0000 0000 0000 新町クラブ 0000 0000 0000 0000 8888 8888

宮内ＦＳ 0000 0000 1111 ９９９９×××× 10101010 宮内ＦＳ 0000 0000 2222 0000 0000 2222

（安打） （０） （０） （２） （６） 【８】 （安打） （１） （１） （１） （０） （０） 【３】

（四死球） （０） （１） （０） （２） 【３】 （四死球） （０） （０） （１） （０） （１） 【２】

投手～○五井（４回）〈１６勝７敗〉 投手～●五井（５回）〈１６勝８敗〉

Ｂコート

　３位・十日町（２敗）

片貝中グラウンド　　１０月５日（日）　　　片貝野球場片貝中グラウンド　　１０月５日（日）　　　片貝野球場片貝中グラウンド　　１０月５日（日）　　　片貝野球場片貝中グラウンド　　１０月５日（日）　　　片貝野球場

７勝２敗

３５勝２４敗４分３５勝２４敗４分３５勝２４敗４分３５勝２４敗４分

　両チーム投手の立ち上がりから１点勝負になる

かと思った３回９番朗四球、１番翔太エラー出塁

の２アウトからキャプテン直弥がレフトオーバーキャプテン直弥がレフトオーバーキャプテン直弥がレフトオーバーキャプテン直弥がレフトオーバー

二塁打で２点先制。二塁打で２点先制。二塁打で２点先制。二塁打で２点先制。２試合連続登板となる裕２試合連続登板となる裕２試合連続登板となる裕２試合連続登板となる裕

弥。４回まで被安打１弥。４回まで被安打１弥。４回まで被安打１弥。４回まで被安打１、この調子からして逃げ切

れると思った最終回。先頭打者の二・遊間へのフ

ライをお見合い、次打者エラーで１・２塁。８番に

センター前に弾かれ同点。なんとか同点で最終

回という思惑もそのあと２アウトから四球、エラー

と続き、その後３連打でこの回４安打１四球３エ

ラーでなんと８失点。その裏、取られたら取り返せ

とハッパを掛け、代打将志四球で反撃の糸口を

掴むも翔太のするどいライナーが併殺打となって

ゲームセット。

　決勝戦用に残した秘密兵器の登板機会なく終

戦となりました。しかし３位入賞！頑張りま３位入賞！頑張りま３位入賞！頑張りま３位入賞！頑張りま

した。した。した。した。

☆☆☆☆ＨＲ～ＨＲ～ＨＲ～ＨＲ～翔太3号翔太3号翔太3号翔太3号

　栃尾で悔しいサヨナラ負けをした相手、リベンジ

のチャンスと望んだ一戦。序盤相手５年生エース

にてこずるも、３回１アウトから1番翔太のするど1番翔太のするど1番翔太のするど1番翔太のするど

い当たりが左中間を抜けて先制HR。い当たりが左中間を抜けて先制HR。い当たりが左中間を抜けて先制HR。い当たりが左中間を抜けて先制HR。４回には５５５５

番孝和レフト前ヒット番孝和レフト前ヒット番孝和レフト前ヒット番孝和レフト前ヒット、６番一真エラーで１・２塁。

ここで勝負と５年生の強力代打陣を送り出すも将

志、亘ともに投飛に倒れ２アウト。しかし３番目の

砦となる駿介がレフト前ヒットで満塁。駿介がレフト前ヒットで満塁。駿介がレフト前ヒットで満塁。駿介がレフト前ヒットで満塁。１番に帰っ

て絶好調翔太のライトオーバーで２点追加翔太のライトオーバーで２点追加翔太のライトオーバーで２点追加翔太のライトオーバーで２点追加する

と、もう止まらない、井上、裕弥、一真のヒット井上、裕弥、一真のヒット井上、裕弥、一真のヒット井上、裕弥、一真のヒット、、、、

エラーも重なり打者１３人を送り２アウトから９点

取ってコールドゲーム。栃尾でのリベンジを最高

の形で果たして皆大喜びの中、一人うかない顔。

次の回リリーフに気をよくしていた直弥の登板機

会がなくなってしまったのでした。

３５勝２５敗４分３５勝２５敗４分３５勝２５敗４分３５勝２５敗４分

☆☆☆☆二塁打二塁打二塁打二塁打～～～～寛人寛人寛人寛人、、、、直弥直弥直弥直弥

第３位第５回　片貝ドリームカップ結果

※※※※総評総評総評総評　６年生にとって最後の大会、昨年の感動をもう一度と２連覇を掛けて望んだのだ

が、今回も決勝進出を前に敗退。何度となくつかみかけながら遠ざかっていった決勝戦。

しかし子供達は、どの大会も精一杯頑張ってくれました。試合後流した悔し涙を忘れず、

次の舞台で大きな花を咲かせてほしいものです。

　２－２から３度のエキストラによ

り１－０で小出がサヨナラ勝

ＦＳ通信１９号参照ＦＳ通信１９号参照ＦＳ通信１９号参照ＦＳ通信１９号参照

＊決勝戦＊決勝戦＊決勝戦＊決勝戦



（四死球） （２） （０） （１） （１） 【４】【４】【４】【４】 （四死球） （２） （２） （０） （４） （０） （０） 【８】【８】【８】【８】

（安打） （０） （０） （１） （０） 【１】【１】【１】【１】 （安打） （０） （０） （０） （０） （０） （２） 【２】【２】【２】【２】

６５試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ６６試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

やまびこ（井口）
0000 0000 1111 0000 1 宮内ＦＳ 2 0 0 1 0 1 4

宮内ＦＳ 4 0 1 6 11 六日町ﾘﾄﾙﾏﾝﾓｽ
0 0 0 0 2 0 2

（安打） （３） （０） （２） （４） 【９】【９】【９】【９】 （安打） （０） （１） （０） （１） （０） （０） 【２】【２】【２】【２】

（四死球） （２） （０） （０） （４） 【６】【６】【６】【６】 （四死球） （０） （０） （０） （０） （１） （０） 【１】【１】【１】【１】

投手～○小成（４回）<１８勝１３敗> 投手～○五井（６回）〈１７勝８敗〉

＊その他の試合結果

　・第二試合 むつなみ　７－３　六日町ﾘﾄﾙﾏﾝﾓｽ

　・第三試合 井口やまびこ　８－０　刈谷田

　･第五試合 むつなみ　４－３　刈谷田

ＭＶＰ～裕弥（エラーのみによる２失点と好投）

３６勝２５敗４分３６勝２５敗４分３６勝２５敗４分３６勝２５敗４分

皆のびのびと良い試合でしたね。ＭＶＰもかかっていたから気合も入ってましたね。

プレゼントに弱いＦＳで～す。（幸子）

３７勝２５敗４分３７勝２５敗４分３７勝２５敗４分３７勝２５敗４分

ＦＳ通信１９号参照ＦＳ通信１９号参照ＦＳ通信１９号参照ＦＳ通信１９号参照

　新オーダー１番裕弥ヒットトトト 、、、、 ２番一真四球でつか

んだ先制チャンス、３番直弥、初初初初のののの４４４４番寛人番寛人番寛人番寛人が連続三

振。５番孝和四球の２アウト満塁から６６６６番勇斗番勇斗番勇斗番勇斗がライがライがライがライ

トトトト前前前前タイムリーでタイムリーでタイムリーでタイムリーで２２２２点先制点先制点先制点先制。。。。７７７７番朗番朗番朗番朗もセンターもセンターもセンターもセンター前前前前

にににに運運運運んでんでんでんで２２２２点追加点追加点追加点追加。。。。３回にはヒットでヒットでヒットでヒットで出塁出塁出塁出塁のののの直弥直弥直弥直弥

を勇斗勇斗勇斗勇斗のタイムリーでのタイムリーでのタイムリーでのタイムリーで１１１１点追加点追加点追加点追加。。。。４回には８番千聖

四球、９９９９番貴史番貴史番貴史番貴史ライトライトライトライト前前前前ヒットヒットヒットヒット、、、、１１１１番裕弥番裕弥番裕弥番裕弥ヒットヒットヒットヒット

の満塁のチャンスに先発を外れた代打翔太代打翔太代打翔太代打翔太がライトがライトがライトがライト

右右右右をををを抜抜抜抜くくくく走者一掃走者一掃走者一掃走者一掃のののの三塁打三塁打三塁打三塁打など１０人を送り４安打、４

四球で６点追加。投げては久しぶり先発の孝和が１安久しぶり先発の孝和が１安久しぶり先発の孝和が１安久しぶり先発の孝和が１安

打４四球１失点に抑え勝利。打４四球１失点に抑え勝利。打４四球１失点に抑え勝利。打４四球１失点に抑え勝利。 本来の速球もよみがえり、

もう２週間早かったらなあと誰かがささやいていました。

ＭＶＰは３打数３安打４打点４盗塁と大活躍の勇

斗くん。賞品がかかると．．．（グラブゲット？）

　初回１番裕弥四球、初の４４４４番翔太番翔太番翔太番翔太エラー出塁のラン

ナーがパスボールで生還２点先制。４回には２アウトか

ら５番直弥、６番勇斗、７番朗、８番千聖と４連続四球で

１点追加。１点差とされた６回にはこのこのこのこの試合初試合初試合初試合初ヒットヒットヒットヒット

のののの５５５５番直弥番直弥番直弥番直弥を三塁において７７７７番朗番朗番朗番朗がスクイズをがスクイズをがスクイズをがスクイズを決決決決

めてめてめてめて追加点追加点追加点追加点。。。。守っては先発裕弥先発裕弥先発裕弥先発裕弥５回裏に６番打者に

死球、盗塁、８番にレフト前ヒットで飛び出したランナー

をランダンプレーも送球がバッターＢＯＸにいる打者に

当たり（守備妨害？）２失点。しかしこのエラーによる失

点だけに抑え無四球完封したらMVPの約束もそれに匹

敵する活躍を見せてこのこのこのこの試合試合試合試合ののののMVPMVPMVPMVPをををを獲得獲得獲得獲得したしたしたした。。。。

前の試合MVPの勇斗勇斗勇斗勇斗はこのはこのはこのはこの試合試合試合試合でもでもでもでも１１１１安打安打安打安打２２２２四球四球四球四球のののの

１０１０１０１０割割割割のののの出塁出塁出塁出塁。。。。しかし６回乗りすぎてホームスチールを

欲張って今日初のアウトを記録した。

親善交流大会親善交流大会親善交流大会親善交流大会　　　　２００３２００３２００３２００３

１０月１２日（日）  悠久山野球場　①１０月１２日（日）  悠久山野球場　①１０月１２日（日）  悠久山野球場　①１０月１２日（日）  悠久山野球場　①

☆三塁打～翔太　 ＭＶＰ～勇斗（3の3、4打点）

選手宣誓！直弥主将

残り少ない小学

生の野球を楽し

み、中学・高校

でも野球をした

いと思う環境作

りの大会目的を

立派に宣誓しま

した。

参参参参　　・むつなみBBC（長岡中島）

加加加加　　・刈谷田野球（栃尾市）

チチチチ　　・宮内ファイターズ（長岡宮内）

｜　｜　｜　｜　　・井口やまびこ（湯之谷村）

ムムムム　　・六日町リトルマンモス（六日町）



（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） （０） （０） ００００ （四死球） （１） （１） （０） （０） （０） （２） （０） 【４】【４】【４】【４】

（安打） （０） （０） （０） （２） （１） （２） （１） 【６】【６】【６】【６】 （安打） （１） （０） （０） （０） （０） （２） （１） 【４】【４】【４】【４】

６７試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ６８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

中之島ｲｰｸﾞﾙｽ 0 0 0 1 0 0 1 2 宮内ＦＳ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0 0

宮内ＦＳ 0 0 0 1 0 0 ２× 3 十日町ＦＳ 0 2 1 0 0 0 × 3

（安打） （０） （１） （１） （２） （０） （０） （２） 【６】【６】【６】【６】 （安打） （０） （３） （２） （０） （０） （０） 【５】【５】【５】【５】

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） （０） （１） 【１】【１】【１】【１】 （四死球） （１） （１） （０） （０） （０） （２） 【４】【４】【４】【４】

投手～○五井（７回）〈１８勝８敗〉 投手～●小成（６回）<１８勝１４敗>

☆三塁打～孝和、翔太のサヨナラ打で勝利

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） （１） （０） 【１】【１】【１】【１】

（安打） （１） （１） （１） （１） （４） （１） （０） 【９】【９】【９】【９】

６９試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0000 1111 0000 0000 2222 0000 0 3

みつわ（堀之内） 0 0 0 0 0 1 0 1

（安打） （０） （０） （０） （１） （１） （１） （１） 【４】【４】【４】【４】

（四死球） （０） （２） （０） （０） （１） （０） （０） 【３】【３】【３】【３】

投手～○五井（７回）〈１９勝８敗〉

（四死球） （０） （２） （０） （０） （０） （０） （０） 【２】【２】【２】【２】 （四死球） （０） （１） （１） （１） （０） （０） 【３】【３】【３】【３】

（安打） （０） （１） （１） （０） （０） （３） （１） 【６】【６】【６】【６】 （安打） （０） （１） （０） （１） （０） （１） 【３】【３】【３】【３】

７０試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ７１試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0000 3333 0000 0000 0000 3333 1 7 宮内ＦＳ 2222 1111 0000 1111 0000 0000 4

浦佐ﾔﾝｷｰｽ 0 0 0 0 0 1 0 1 土樽ロビンス 0 0 0 0 1 0 1

（安打） （０） （０） （０） （０） （０） （１） （０） 【１】【１】【１】【１】 （安打） （０） （０） （０） （１） （１） （０） 【２】【２】【２】【２】

（四死球） （１） （０） （１） （０） （２） （１） （２） 【７】【７】【７】【７】 （四死球） （０） （１） （１） （０） （０） （１） 【３】【３】【３】【３】

投手～○小成（７回）<１９勝１４敗>

☆三塁打～亘、☆二塁打～一真

所用により翌日朝帰りし、結果が気になっていたところ、サイボーグから裕弥２

０勝達成のメールをもらい大変うれしく思いました。半面、孝も勝ち、２０勝王

手。これが最終戦の予定だったので、何か複雑な心境でした。

☆スクイズ～裕弥（２ラン〈直弥、朗〉）

裕弥２０勝達成おめでとう！

合宿遠征合宿遠征合宿遠征合宿遠征１１１１日目日目日目日目　（　（　（　（六日町六日町六日町六日町）　）　）　）　

湯沢町営野球場　　１０月２６日（日）  湯沢中央公園湯沢町営野球場　　１０月２６日（日）  湯沢中央公園湯沢町営野球場　　１０月２６日（日）  湯沢中央公園湯沢町営野球場　　１０月２６日（日）  湯沢中央公園

４０勝２６敗４分４０勝２６敗４分４０勝２６敗４分４０勝２６敗４分

☆ＨＲ～直弥１号、孝和３号　☆二塁打～寛人 ４１勝２６敗４分４１勝２６敗４分４１勝２６敗４分４１勝２６敗４分

１０月２５日（土）  万条（大原）野球場１０月２５日（土）  万条（大原）野球場１０月２５日（土）  万条（大原）野球場１０月２５日（土）  万条（大原）野球場

投手～○五井（６回）〈２０勝８敗〉

合宿遠征合宿遠征合宿遠征合宿遠征２２２２日目日目日目日目（（（（湯沢湯沢湯沢湯沢）　　）　　）　　）　　

３９勝２６敗４分３９勝２６敗４分３９勝２６敗４分３９勝２６敗４分

☆三塁打～寛人、翔太

３８勝２５敗４分３８勝２５敗４分３８勝２５敗４分３８勝２５敗４分

１０月２５日（土）  万条（大原）野球場１０月２５日（土）  万条（大原）野球場１０月２５日（土）  万条（大原）野球場１０月２５日（土）  万条（大原）野球場

３８勝２６敗４分３８勝２６敗４分３８勝２６敗４分３８勝２６敗４分

　６年生にとって今年の最終戦となるかも知れない六

日町遠征。リトルマンモスさんの紹介で今日、明日と連

戦です。

　１試合目投手戦で迎えた４回表に１点先制されるも２

アウトから４番裕弥内野安打２盗、３盗のあと５番孝の

レフト前ヒットで同点。最終回２アウトからエラーで

１点取られるも、この試合打で引張る孝が先頭三塁

打、６番一真のショートエラーで同点。２アウトから１番

翔太がライト前ヒットしてサヨナラ勝ち。

　２試合目はファイターズ同士の対戦。初回１アウト満

塁とせめるも５番孝、６番一真連続三振で無得点。２回

に２点、３回に１点取られて追いかける６回２アウトから

３番直弥センター前ヒット、４番裕弥四球、５番

孝ライト前ヒットと満塁のチャンスを作るも一真投ゴ

ロに倒れて完封負け。孝の２０勝に黄色ランプで

す。

　３試合目、今日２試合目登板の裕弥、味方が上げた

３点を６回エラーによる１失点に押さえ逃げ切り、２０

勝に王手です。



１１月

（四死球） （１） （１） （０） （０） （２） （３） （１） 【８】【８】【８】【８】

（安打） （２） （０） （１） （０） （０） （０） （０） 【３】【３】【３】【３】

７２試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 3333 0000 0000 0000 0000 1111 1 5

上組こだま 0 0 0 0 3 0 1 4

（安打） （０） （０） （０） （０） （５） （０） （０） 【５】【５】【５】【５】

（四死球） （０） （２） （１） （１） （０） （１） （２） 【７】【７】【７】【７】

投手～○小成（７回）<２０勝１４敗>（８奪三振）

＊投手成績 ＊ホームラン数

井上

小成 五井

五井 長谷川

高田 小成

井上 丹羽

廣田 高田

山田 計計計計

計計計計

　孝の２０勝達成！と小学生生活最後の思い出を目標に

望んだ今季最終戦。

　初回１１１１番翔太番翔太番翔太番翔太のののの右中間右中間右中間右中間をををを破破破破るるるる２２２２塁打塁打塁打塁打、２番寛人四球、

３番直弥の右飛で翔太３塁へ、４番裕弥の投ゴロエラーで

１点先制。さらに５番孝遊エラーの満塁のあと６６６６番勇斗番勇斗番勇斗番勇斗がががが

ライトライトライトライト前前前前にににに運運運運んでんでんでんで２２２２点追加点追加点追加点追加。。。。

　両チーム均衡が続く５回に旧友基輝が登板。前の回の

守備から代わった１番一真が四球、寛人ライトエラーで１・

２塁。直弥三振、裕弥四球、孝三振で２アウト満塁で再び

登場の勇斗に期待がかかる。しかし、基輝に押さえられ投

ゴロと追加点はならなかった。

　チャンスを逃した５回裏。それまでノーヒットに押さえてい

た孝が、1番を投ゴロに打ち取ったあと偶然か右狙いに的

を絞ってきたのか不運な当たりもありながら２番から６番に

５連打されて３失点で同点。

　初回先制のあと鳴りを潜めていた６回表の攻撃、同点に

されたあとの大事な先頭打者７番朗先頭打者７番朗先頭打者７番朗先頭打者７番朗が追い込まれながら

ファールで粘って四球出塁四球出塁四球出塁四球出塁、、、、８番『バントのうまい』

千聖が送りバント、WPで３塁まで進んだあと。前の回の

守備で足を引っ張った９番貴史が意地の内野ゴロ（打

点）、朗朗朗朗がががが好走好走好走好走して1して1して1して1点勝点勝点勝点勝ちちちち越越越越しししし。。。。７回には、４番裕弥

四球、WPなどで３塁へ、５番孝和力んで一飛、６番今日の

ﾗｯｷｰﾎﾞｰｲ勇斗の打席。初球はずされたものの飛びつき加

減に絶妙絶妙絶妙絶妙なスクイズがなスクイズがなスクイズがなスクイズが決決決決まってまってまってまって１１１１点追加点追加点追加点追加。。。。７回裏勝を

意識したか孝が連続四球を出してピンチも次打者をﾗｲﾄｺﾞ

ﾛに打ち取り１アウト２・３塁。次打者投ゴロの間に１点返さ

れたが、８番打者を練習のブルペンで投げ込んだアウト練習のブルペンで投げ込んだアウト練習のブルペンで投げ込んだアウト練習のブルペンで投げ込んだアウト

ローで見逃し三振に仕留めゲームセット。ローで見逃し三振に仕留めゲームセット。ローで見逃し三振に仕留めゲームセット。ローで見逃し三振に仕留めゲームセット。まるで優勝し

たかのように孝と直弥が抱き合ったり、孝が涙を見せ

たり、上組にはどういう風に映ったことでしょう。

１１月１５日（土）  宮内小グラウンド１１月１５日（土）  宮内小グラウンド１１月１５日（土）  宮内小グラウンド１１月１５日（土）  宮内小グラウンド

　　　　先に『『『『裕弥裕弥裕弥裕弥がががが２０２０２０２０勝達成勝達成勝達成勝達成』』』』して、何とか

『『『『孝和孝和孝和孝和』』』』にもとにもとにもとにもと思思思思っていただけにっていただけにっていただけにっていただけに『『『『２０２０２０２０勝達勝達勝達勝達

成成成成おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！』！』！』！』私も感動して目頭が熱くなり

ました。

　春から『『『『背番号背番号背番号背番号１１１１』』』』を掛けて競ってきた２人

のエースがそろって２０勝達成！いい形でライバ

ルが競って好成績を上げてくれました。ありがと

う、感謝の気持ちで一杯です。

孝和、２０勝達成おめでとう！

平成１５年度最終戦

１勝０敗

8

☆二塁打～翔太☆スクイズ～勇斗 ４２勝２６敗４分４２勝２６敗４分４２勝２６敗４分４２勝２６敗４分

投球ｲﾆﾝｸﾞｽ 敗

１８１８１８１８本本本本

１本

１本

３本

３本

７本

３本14

４２３４２３４２３４２３回回回回

１９４回

１９１回

７回

６回

８回

１７回

4

2

3

1

1

0

2

0

0

1

42424242

勝

20

20

1

登板数

39

39

2

26262626

ＦＳ通信２５号参照ＦＳ通信２５号参照ＦＳ通信２５号参照ＦＳ通信２５号参照


