
９月

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） （０） ００００

（安打） （３） （０） （１） （１） （０） （１） 【６】

５６試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

越路Ｊｒ 3 0 0 0 0 0 3

宮内ＦＳ 2 0 1 3 5 × 11

（安打） （３） （０） （２） （２） （１） 【８】

（四死球） （０） （０） （１） （２） （３） 【６】

投手○山田（１８勝１２敗）

（四死球） （０） （４） （０） （１） （０） （１） 【６】 （四死球） （０） （０） （０） （０） （０） ００００

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

５７試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ５８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0 6 0 1 1 0 8 田川ｻﾝｸﾞｰｽ 0 0 0 0 0 0

東部少年野球団 0 0 0 0 0 2 2 宮内ＦＳ 1 2 1 1 × 5

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

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

投手○五十嵐（９勝５敗） 投手○山田（１９勝１２敗）

（四死球） （０） （１） （４） （１） （２） （１） 【９】

（安打） （０） （０） （２） （０） （０） （２） 【４】

５９試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0 0 4 0 1 2 7

上組こだま 2 0 0 2 0 0 4

（安打） （１） （０） （１） （２） （１） （１） 【６】

（四死球） （１） （０） （０） （０） （０） （０） 【１】

投手○五十嵐（１０勝５敗）

９月１８日（土）  越路町河川運動公園９月１８日（土）  越路町河川運動公園９月１８日（土）  越路町河川運動公園９月１８日（土）  越路町河川運動公園

通算３７勝２０敗２分通算３７勝２０敗２分通算３７勝２０敗２分通算３７勝２０敗２分

☆二塁打～祐介、亘

６勝１敗

通算３４勝２０敗２分通算３４勝２０敗２分通算３４勝２０敗２分通算３４勝２０敗２分

通算３５勝２０敗２分通算３５勝２０敗２分通算３５勝２０敗２分通算３５勝２０敗２分 通算３６勝２０敗２分通算３６勝２０敗２分通算３６勝２０敗２分通算３６勝２０敗２分

９月２０日（月祝）  宮内小グラウンド９月２０日（月祝）  宮内小グラウンド９月２０日（月祝）  宮内小グラウンド９月２０日（月祝）  宮内小グラウンド

☆二塁打～亘２本、徳馬、駿介　☆スクイズ～祐介(2ﾗﾝ)

☆三塁打～亘　☆二塁打～将志

９月１９日（日）  十日町市　９月１９日（日）  十日町市　９月１９日（日）  十日町市　９月１９日（日）  十日町市　



  ＊１回戦（９月２５日）  ＊１回戦（９月２５日）  ＊１回戦（９月２５日）  ＊１回戦（９月２５日）   ＊２回戦（９月２５日）【ブロック代表決定戦】  ＊２回戦（９月２５日）【ブロック代表決定戦】  ＊２回戦（９月２５日）【ブロック代表決定戦】  ＊２回戦（９月２５日）【ブロック代表決定戦】

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

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

６０試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ６１試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 3333 0000 1111 1111 3333 0000 8888 宮内ＦＳ 0000 0000 1111 0000 0000 0000 0000 1111

小須戸ｽﾎﾟ少 0000 0000 3333 0000 0000 1111 4444 加茂南 0000 2222 0000 2222 0000 0000 ×××× 4444

（安打） （１） （０） （３） （１） （１） （１） 【７】 （安打） （０） （３） （１） （１） （０） （０） 【５】

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

（四死球） （０） （１） （１） （１） （１） （０） （１） 【５】

（安打） （１） （２） （４） （０） （６） （０） （２） 【１５】

６２試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0 2 4 0 7 0 2 15

新町クラブ 1 1 0 0 5 0 3 10

（安打） （２） （０） （０） （０） （５） （０） （２） 【９】

（四死球） （１） （０） （０） （１） （０） （０） （１） 【３】

第第第第８８８８回回回回　　　　米百俵杯争奪米百俵杯争奪米百俵杯争奪米百俵杯争奪スポーツスポーツスポーツスポーツ少年団少年野球大会少年団少年野球大会少年団少年野球大会少年団少年野球大会　　　　結果結果結果結果

通算３９勝２１敗２分通算３９勝２１敗２分通算３９勝２１敗２分通算３９勝２１敗２分投手○五十嵐（１１勝５敗）、山田〈２回〉

☆二塁打～峻一郎、諒太

ＨＲ～亘８号、将志１０号、諒太２号

投手～○山田（２０勝２０勝２０勝２０勝 １２敗）、五十嵐〈２回〉

　初回１番将志死球、２番駿介四球のあと３番祐介

が送って２・３塁。ここで登場４番亘の当たりはラ

イナーでレフトの頭上を襲う先制の３ランＨ

Ｒ。５番徳馬ライト超えの二塁打も後続が続かな

かった。３回２アウトから徳馬が投強襲の内野安

打。６番太稀、７番峻一郎の二ゴロが共にエラーを

誘い貴重な追加点。

　一方駿介の立ち上がり、何か調子に乗らず２アウ

トからヒット、連続四球の満塁。２回も３四球で満塁

のピンチもそこはエースの意地で何とか切り抜け

る。しかし、３回立ち直り掛けて低めにボールが集ま

り出したところをうまく打たれ３安打１失策がからん

で３失点。ここで味方打線が奮起して４回将志の久

しぶりの１０号ＨＲで２点差。５回には新チー

ムキャプテン諒太の２ランＨＲなど３点追加し

て試合を決めた。その後は亘のリリーフで２回１失

点に押さえ、駿介に２０勝をプレゼント。調子

が悪いなりになんとか押さえ、３本の祝砲をもらっ

ての２０勝達成おめでとう！本人にとっては今一素

直に喜べない勝利だったかも知れません。

  １試合目不本意な投球の駿介もこの試合の意気

込みは違って初回簡単に３人で終了。しかし２回４

番にセンター超えのＨＲを浴び、５番にもヒット、な

んとか２アウトを取ったものの８番にもレフト超えの三

塁打で計２失点。Ｆｓは１回、２回と３人で終了、３回

も簡単に２アウト。しかし９番夏輝が四球で初のラン

ナー、すかさず２盗、１番将志の中飛失で１点返

す。４回には３番祐介、亘、徳馬と連続四球で満塁

のチャンス。ここで６番太稀にスクイズ、難しい球を

うまく転がしたもののファーストの好守備に遭い、３

－２－３のダブルプレー。７番今日誕生日を迎えた

峻一郎に期待。センターに抜けるかという当たりも

セカンドゴロとなって無得点。打てない打線で早く

追いつきたい焦りが先に動いて最悪の結果となり、

悔いを残してしまった。（反省）チャンスを生かせな

かったその裏、中飛失、四球で出したランナーを９

番の三塁打で返され痛い２失点。いつものFsならこ

こから打って挽回するところであるが、５回に９番夏

輝捕失で２塁まで進んだ後、ようやく将志がこの試

合初ヒットで１・３塁、将志盗塁の間に果敢に

３塁から夏輝がホームを狙うもタッチアウト。じっくり

行くケース、ここでもしっかりした指示が出せずに無

得点。６回にも失策、四球で満塁のチャンスを貰い

ながら１本がでず無得点。最終回上位に回るもチャ

ンスをつかめず敗戦。駿介が何とか踏ん張ったもの

の攻撃で７四球をもらいながら１安打しか打てず８

残塁と大事な場面で１本が出ず決勝リーグ進出は

なりませんでした。

投手～●山田（２０勝１３敗）

☆二塁打～徳馬２本、太稀（幻のＨＲ）

通算３８勝２０敗２分通算３８勝２０敗２分通算３８勝２０敗２分通算３８勝２０敗２分☆二塁打～徳馬

祝！  駿介２０勝達成！

☆ＨＲ～亘９号　☆三塁打～太稀２本

９月２６日（日）  宮内小グラウンド９月２６日（日）  宮内小グラウンド９月２６日（日）  宮内小グラウンド９月２６日（日）  宮内小グラウンド

ＦｓＦｓＦｓＦｓ通信通信通信通信１４１４１４１４号号号号にににに掲載掲載掲載掲載

　米百俵杯同じブロックで加茂に敗れた者同士の

影の代表決定戦。加茂戦では１安打しかできな

かった打線は今日は絶好調。その中でも大当たり

は太稀。１打席目左中間超えで一気にホームイン

先制２ランＨＲかと喜んだところボールが網の外へ

出たということでエンタイトル２ベースに変更。残

念！２・３打席もビデオテープを見るようにセ

ンター超えの当たりの三塁打２本。４打席目は

走り疲れたのか三振でベンチで休んでいましたね。

通算３８勝２１敗２分通算３８勝２１敗２分通算３８勝２１敗２分通算３８勝２１敗２分



　第２回を迎えたこの大会。初日の１・２回戦を順当に勝ち進んで迎えた準決勝は今まで経験したこ

とがないくらいの雨中決戦。しかし天も見方に入れて快勝。決勝戦へと駒を進めた。

　決勝の相手は、昨年１回戦でサヨナラ負けを喫した小千谷ＤＭクラブ。何とかリベンジをしたかった

のですがＤＭの投手に完璧に抑えられ完敗。雪辱も優勝も夢と終わってしまいました。

しかし堂々たるしかし堂々たるしかし堂々たるしかし堂々たる準優勝準優勝準優勝準優勝です。おめでとう！頑張りました。です。おめでとう！頑張りました。です。おめでとう！頑張りました。です。おめでとう！頑張りました。

  ＊１回戦（１０月２日）  ＊１回戦（１０月２日）  ＊１回戦（１０月２日）  ＊１回戦（１０月２日）   ＊２回戦（１０月２日）  ＊２回戦（１０月２日）  ＊２回戦（１０月２日）  ＊２回戦（１０月２日）

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

（安打） （１） （１） （１） （２） （０） 【５】 （安打） （１） （４） （１） （０） （１） （１） 【８】

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

漆山Ｆｓ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 若獅子 0000 1111 0000 0000 0000 0000 1111

宮内Ｆｓ 0000 1111 2222 0000 ×××× 3333 宮内Ｆｓ 1111 0000 1111 0000 3333 ×××× 5555

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

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

  ＊  ＊  ＊  ＊準決勝準決勝準決勝準決勝（（（（１０１０１０１０月月月月３３３３日日日日））））

（四死球） （０） （０） （２） （４） 【６】

（安打） （０） （１） （２） （２） 【５】

６５試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内Ｆｓ 0000 0000 3333 6666 9999

上通ｻﾝﾀﾞｰｽ 1111 0000 0000 2222 3333

（安打） （０） （０） （０） （３） 【３】

（四死球） （１） （０） （１） （１） 【３】

このプレーがＦｓナインの元気を生み８番諒太ヒット、夏輝四球、駿介四球、祐介遊ゴロ失とつなぎの野球を

展開。ＷＰで駿介、祐介が徳馬に続けとばかりにホームへスライディングしてこの回６点とって試合を

決めた。 ドロンコになりながらながら面白いように点が入る中、お母さん達は洗濯の心配をしていたようですね。

　本当はもっとコンディションのいい中でやらせたかったのですが、雨を見方にしての勝利で決勝進出決定！頂

点目指して頑張ろう！

 小雨が降り心配された天候の中強行に試合開始。

この試合は投手戦と予想する中初回にWPで１点失

ういやなスタート。攻撃はといえば上通の速球投手

に２回までパーフェクト。３回雨足も強くなりグラウン

ドも水が浮いてきた状況のなか６番峻一郎が四球、

７番諒太送りバント夏輝三振に倒れ２アウトながら１

番将志が四球でつなぎ２番駿介の遊ゴロが雨でこ

ろがらず内野安打となる間に峻一郎帰って同点。

このところ絶好調キャプテン祐介がセンター前

に弾いて２点追加。４回も５番徳馬四球、太稀が

送りバント７番峻一郎のセカンド強襲ヒットで

徳馬が水びたしのホームへスライデイング。

投手～○山田（２２勝１３敗）

通算４２勝２１敗２分通算４２勝２１敗２分通算４２勝２１敗２分通算４２勝２１敗２分

　　　　　　　　　　　　　　　　第2回第2回第2回第2回　　　　栃尾市親善学童野球大会栃尾市親善学童野球大会栃尾市親善学童野球大会栃尾市親善学童野球大会　　　　☆☆☆☆秋葉杯秋葉杯秋葉杯秋葉杯☆☆☆☆　　　　結果結果結果結果

ＦｓＦｓＦｓＦｓ通信通信通信通信１７１７１７１７号号号号にににに掲載掲載掲載掲載

  読売中越大会決勝で黒条に惜敗した強豪若獅子

相手。最近立ち上がりに不安定な駿介がいきなり

四球、ヒットで１アウトながら２・３塁のピンチ。しかし

ここから落ち着いて一飛、投ゴロに討ち取りピンチ

脱出。ピンチのあとのその裏１番将志四球、２盗、２

番駿介の三ゴロで三塁へ。ここは手堅く３番祐介に

スクイズで１点先制。２回表立ち直りを見せたい駿

介。６番にヒット、７・８番を討ち取ったものの９番、１

番に振り後れの不運な当りがライト前に落ちて１失

点で同点。攻撃２順目の３回には１番将志ヒット、２

盗２番駿介の遊ゴロで三塁へと初回と同じ形を作

り、１アウトで３番祐介、ここは強攻に出てセンター

前ヒットで１点リード。５回には将志三ゴロ失、駿介

ヒットのランナーを祐介がヒットでこの試合３打点

目、４番亘のセンター前ヒットで２点追加。３回から

立ち直った駿介が 危なげないピッチングを見せて

０点に抑え準決勝進出を決定しました。 １・２番の

出塁が勝敗の鍵を握る今年のチームを象徴するよ

うな得点の取り方での快勝でした。

  同じチーム名のファイターズ決戦。全く初めての

チームであるが、背番号「３」の亘似がいたり、１番

打者が背番号「５」のサードだったり背格好も似た、

まるで宮内Fs影武者的なチーム。果たしてどんな

野球をやってくるのだろう。先発はアンダースロー

のスローボール投手。うちのチームが一番苦手に

するタイプ。初回から先制のつもりが不安適中して

１・２番が簡単にアウト。３番祐介ヒット、２盗、４番亘

四球も徳馬投ゴロ。２回も６番太稀四球も７・８番で２

アウト。消えかけたチャンスを９番夏輝が死球でつ

なぎこの会場に相性のいい１番将志のレフト前ター

ムリーで１点先制。３回には３番祐介四球、２盗。４

番亘のライトゴロの間にホームイン。続く５番徳馬

の当りはセンターオ－バーのHR性の当りが三塁

打。６番太稀の三ゴロ失の間にホームインしてこの

回２点。打ちあぐみ最小得点ながら、今日先発登板

の亘には充分で毎回安打を許しながら要所を締め

て初の無四球完封勝利を挙げました。

通算４０勝２１敗２分通算４０勝２１敗２分通算４０勝２１敗２分通算４０勝２１敗２分☆三塁打～徳馬

投手～○五十嵐（１２勝５敗）

☆ｽｸｲｽﾞ～祐介

投手～○山田（２１勝１３敗）

通算４１勝２１敗２分通算４１勝２１敗２分通算４１勝２１敗２分通算４１勝２１敗２分



  ＊  ＊  ＊  ＊決勝決勝決勝決勝（（（（１０１０１０１０月月月月１０１０１０１０日日日日））））

（四死球） （０） （１） （１） （０） （０） （１） （２） 【５】

（安打） （２） （０） （２） （２） （０） （０） （２） 【８】

６６試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

ＤＭｸﾗﾌﾞ 2222 1111 2222 1111 0000 0000 3333 9999

宮内Ｆｓ 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1111 1111

（安打） （０） （１） （０） （０） （０） （０） （１） 【２】

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） （０） （０） 【０】

＊優勝 小千谷ＤＭクラブ

＊準優勝 宮内ファイターズ

＊第３位 三条隼

＊第４位 上通サンダース

　今日は秋晴れのいい天気。試合後もこんな気持

ちだといいなと望んだ一戦。ここまでＤＭとは１勝１

敗１分、当然今日は投手戦になり、守りでリズムを

崩さなければと思い始まった初回。何と不安的中し

て先頭打者ヒットのあと２盗、２番の遊ゴロ失の後３

番に左儀飛で１点、４番にレフト前ヒットで２点のビ

ハインド。さあ反撃だというところであるが、ＤＭ駿

希投手の球は走っており将志、駿介つまって三ゴ

ロ、祐介三振と簡単に三者凡退。２回にも四球で出

したランナーをＷＰで１点。３回には２番にレフトへ

二塁打、４番四球、５番のライト前ヒットで１点、中継

ミスで２点目。４回には２アウトから２連打で１失点。

反撃はといえば２回に太稀が放ったセンター前ヒッ

ト１本だけで６回まで２塁を踏むことさえできない状

態。５、６回と無得点に押さえ何とか反撃と迎えた最

終回。１安打２四球ながら２アウト満塁。ここで７番の

当たりがフラフラとライト前に落ちる不運な当たりと

なって走者一掃の３失点。その裏の反撃２番駿介

がこれまでのウップンを晴らすかのように左中

間を抜く三塁打。４番亘の左犠飛でようやく１点

返すのが精一杯だった。

　終わってみれば今シーズン最高のピッチングを見

せた？ＤＭ駿希投手相手に２３人の打者を送り無

四球、ヒット２本の1点だけ。三振の少ないチーム

だったのだが何と１１三振を喫した。守っては８安

打５四球に４失策がからみＦＳ野球ができずに完

敗。このリベンジは必ず果たしましょう。

投手～●山田（２２勝１４敗）

通算４２勝２２敗２分通算４２勝２２敗２分通算４２勝２２敗２分通算４２勝２２敗２分

準優勝おめでとう！Ｈ16.10.10栃尾南小


