
６月

（四死球） （３） （１） （１） （５） 【１０】【１０】【１０】【１０】

（安打） （２） （０） （２） （４） 【８】【８】【８】【８】

１試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

上通ｻﾝﾀﾞｰｽ 5555 1111 3333 7777 16

宮内ＦＳ 6 4 1 0 11

（安打） （２） （３） （２） （０） 【７】【７】【７】【７】

（四死球） （４） （３） （０） （１） 【８】【８】【８】【８】

☆三塁打～規之　☆二塁打～峻一郎

（四死球） （３） （３） （０） （０） 【６】【６】【６】【６】 （四死球） （４） （２） （３） （５） 【１４】【１４】【１４】【１４】

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

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

阪之上クラブ 4444 6666 3333 0000 13 宮内ＦＳ 4444 0000 1111 6666 11

宮内ＦＳ 0 0 3 6 9 むつなみＢＣ 7 11 3 × 21

（安打） （０） （１） （４） （２） 【７】【７】【７】【７】 （安打） （０） （５） （１） 【６】【６】【６】【６】

（四死球） （２） （０） （０） （７） 【９】【９】【９】【９】 （四死球） （７） （６） （２） 【１５】【１５】【１５】【１５】

投手～●茂田井（１敗）

☆二塁打～寛人、峻一郎、規之 ☆ＨＲ～諒太１号

  ＊１回戦（6月1２日）

（四死球） （３） （４） （２） （２） （１） 【１２】

（安打） （０） （１） （０） （０） （０） 【１】

４試合目 1 2 3 4 5 6 計

宮内ＦＳ 1111 3333 0000 3333 0000 7777

越路Ｊｒ 3333 4444 2222 0000 ×××× 9999

（安打） （２） （２） （１） （０） 【５】

（四死球） （２） （１） （１） （０） 【４】

投手●内山（２敗）

０勝５敗

通算０勝２敗通算０勝２敗通算０勝２敗通算０勝２敗

６月６日（日）  中島小グラウンド６月６日（日）  中島小グラウンド６月６日（日）  中島小グラウンド６月６日（日）  中島小グラウンド

６月５日（土）  宮内小グラウンド６月５日（土）  宮内小グラウンド６月５日（土）  宮内小グラウンド６月５日（土）  宮内小グラウンド

通算０勝１敗通算０勝１敗通算０勝１敗通算０勝１敗投手～茂田井〈３回〉●小成（１敗）〈１回〉

　練習試合３試合の経験で初の大会。初回１番恭平、

２番辰也死四球で出塁、ＷＰで1点先制。しかしその裏

２アウトから四球、ヒットのあと５番に３塁打を打たれ３失

点。２回表には７番竜次、９番滉平、１番恭平、３番優

斗の四球で押し出し１点、なおも続く満塁満塁満塁満塁にににに４４４４番番番番キャキャキャキャ

プテンプテンプテンプテン規之規之規之規之のヒットでのヒットでのヒットでのヒットで２２２２点追加点追加点追加点追加してしてしてして逆転逆転逆転逆転。。。。しかし

その裏２安打１四球に２つのエラーがからんで４失点。

３回にも１安打１四球に２つのエラーで２失点。４回１番

からの攻撃で連続四球。今度はミスをもらって２点取っ

て２点差まで追い詰めたがそのままゲームセット。一瞬

勝てるかなと思わせる惜しい試合でした。

通算０勝４敗通算０勝４敗通算０勝４敗通算０勝４敗

２００４年（平成１６年度）試合結果　　Ｂチーム

投手～●内山（１敗）〈１回〉、小成〈0/3〉、茂田井<２回>

　　　　　　　　　　　　　　　　南部地区少年野球大会南部地区少年野球大会南部地区少年野球大会南部地区少年野球大会　<　<　<　<第第第第２５２５２５２５回夏季回夏季回夏季回夏季ＢＢＢＢ大会>大会>大会>大会>　　　　結果結果結果結果

通算０勝３敗通算０勝３敗通算０勝３敗通算０勝３敗

ＦｓＦｓＦｓＦｓ通信通信通信通信５５５５号号号号にににに掲載掲載掲載掲載



  ＊３位決定戦（6月1３日）

（四死球） （０） （０） （２） （０） （２） 【４】

（安打） （１） （０） （２） （０） （０） 【３】

５試合目 1 2 3 4 5 6 計

宮内ＦＳ 0000 0000 3333 0000 0000 3333

上組こだま 0000 3333 2222 3333 ×××× 8888

（安打） （１） （２） （３） （２） 【８】

（四死球） （０） （２） （０） （２） 【４】

投手●内山（３敗）

８月

（四死球） （１） （３） （４） （２） （６） 【１６】【１６】【１６】【１６】 （四死球） （３） （０） （０） （２） （３） （１） 【９】【９】【９】【９】

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

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

宮内ＦＳ 0000 0000 3333 1111 7777 11 宮内ＦＳ 2222 0000 1111 0000 2222 1111 6

阪之上クラブ 0 6 1 0 4 11 むつなみＢＢＣ 0 1 0 3 0 3× 7

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

（四死球） （１） （３） （２） （２） （６） 【１４】【１４】【１４】【１４】 （四死球） （０） （０） （０） （２） （２） （２） 【６】【６】【６】【６】

投手～△茂田井（１敗）

☆三塁打～夏輝　☆二塁打～辰也 ☆三塁打～諒太

通算０勝５敗通算０勝５敗通算０勝５敗通算０勝５敗

　何とか１勝して賞状を手に入れたいところ。初回１番恭

平三振振り逃げで出塁、３番優斗に大会初ヒットで

チャンスを広げるも後続が倒れ無得点。その裏１アウトか

ら２番に３塁打を打たれるも３番三振、４番の当たりはセン

ターへ。一瞬あっと思わせたがセンター滉平が一歩も動

かないでグラブに収まりチェンジ。しかし２回裏に５番に三

塁打を打たれ２四球エラーもからんで３失点。３回に９番

滉平、１番恭平が四球、３番優斗が２本目のヒットで

つなぎ５番大地の２塁打で同点になるとベンチも観客も

大喜び。しかし３回裏３安打で２点、４回にもＨＲ含む２安

打２四球で３失点。反撃むなしく敗戦となりました。

　ついに初勝利はおあずけとなりましたが、先週の日曜日

に２試合で３４失点したチームがこの大会２ケタ失点がなく

接戦を展開。見違えるチームに変身しました。練習と練習

試合での子ども達の適正を見て最終的なポジション決定

に当たり、なんとかいい試合ができました。

　なんとか初勝利を挙げたい初回１番優斗の四球

から４番諒太の三塁打など幸先よく２点先制。２回

裏に１点返されるも３回に１点追加。

　守っては２番手投手に抜擢された寛人の初先

発。どうなるか不安一杯も順調なスタートとなって３

回まで１失点。疲れが見えたか４回に１安打２四球

１失策で３失点で同点となったところでお役御免。５

回の攻撃３四球、２失策で２点もらい、６回にも失策

で出塁の優斗を諒太のライトゴロで１点追加。２点

リードで迎えた最終回。５回からリリーフした大地が

これまた勝ちを意識したか６番、７番に連続ヒット、８

番四球で満塁のあとＷＰで１失点、９番を三振に

取ったものの１番に四球でまた満塁。ここで１試合

目先発の諒太にリリーフ。２番をライトゴロで２アウト

もこの間に１失点で同点。３番にレフト前に運ばれ

サヨナラ負けとなりました。

　遠い初勝利も投手寛人の目途が立ち、南部大会

に向けて明るい材料がせめてもの救いでした。

８月２１日（土）  宮内小グラウンド８月２１日（土）  宮内小グラウンド８月２１日（土）  宮内小グラウンド８月２１日（土）  宮内小グラウンド

☆二塁打～大地

投手～眞嶋<４回>、●内山<１回1/3>（４敗）、茂田井<1/3>通算０勝５敗１分通算０勝５敗１分通算０勝５敗１分通算０勝５敗１分

通算０勝６敗１分通算０勝６敗１分通算０勝６敗１分通算０勝６敗１分

　大会参加で試合経験目標に望んだＢチーム。欲が出て何とか１勝をと思ってみたり、大敗しなければいいと

思ったり。複雑な心境で望みながら、２試合で８個の四球しか与えなかった大地のピッチング、そしてそ

れを受け止めた３年生キャッチャー優斗の活躍でいい試合ができました。この経験と自信を次につなげてほし

いものです。高田助監督お疲れ様でした。

０勝１敗１分

　新チームが始動しての初戦、新キャプテン諒太

先発。初回無難なスタートも２回に５番、６番に連続

四球のあと７番に三塁打を打たれ、３失策もからん

で６失点。攻撃は２順目となる３回に１番優斗死

球、２番辰也センター前ヒット、３番夏輝、４番諒太

四球でつなぎ６番規之のヒットなどで３点返して反

撃。４回に１点、５回には２番手投手から夏輝の三

塁打のほか６四球など打者１２人攻撃で７点取って

逆転。最終回勝ちを意識したか諒太主将。ストライ

クが入らず６四球出して同点。なおも２アウト満塁の

ピンチを三振で切り抜けなんとか同点止まりも初勝

利はおあづけとなりました。



９月

（四死球） （０） （２） （４） （１） （２） （４） 【１３】 （四死球） （０） （２） （４） （５） 【11】

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

８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 ９試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0000 2222 2222 0000 2222 5555 11 若草(上川西) 0000 1111 1111 2222 4

グーニーズ 0000 0000 2222 1111 0000 1111 4 宮内ＦＳ 3333 2222 2222 2222 9

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

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

投手～○茂田井（１勝１敗） 投手○眞嶋（１勝）

☆二塁打～峻一郎 ☆ＨＲ～諒太２号

  ＊  ＊  ＊  ＊ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック第一試合（9月11日）第一試合（9月11日）第一試合（9月11日）第一試合（9月11日）

（四死球） （３） （０） （１） （７） 【１１】

（安打） （１） （４） （１） （６） 【１２】

１０試合目 1 2 3 4 5 6 計

宮内ＦＳ 4444 2222 0000 15151515 21212121

十日町ｸﾗﾌﾞ 3333 6666 1111 0000 10101010

（安打） （３） （２） （０） （０） 【５】

（四死球） （０） （３） （０） （０） 【３】

投手～○茂田井（２勝１敗）

☆三塁打～規之　☆二塁打～大地

　先攻を取って幸先よくスタートを切りたいところ、

相手投手の速球に手が出ず３者凡退スタート。２回

帰ってきた４番峻一郎のセンター前ヒットで口

火を切り５番夏輝、６番寛人連続四球でチャンス

が広がりＷＰで１点先制。７番規之の二ゴロの間に

夏輝帰って２点目。３回には４個の四死球をもらっ

て２点追加。しかしその裏遊ゴロ失、四球のあと４番

にセンター越えの三塁打を浴びて２失点。４回にも

１失点と貯金が１点となりあわてかけたが、５回に２

四球１失策で２点もらい、最終回の６回には９番竜

次、１番優斗、２番辰也が四球で迎えた満塁の

チャンス。３番諒太は投飛に倒れたが４番峻一郎

がライトオーバーの走者一掃の二塁打など計５

点を上げて試合を決めた。

　守っては諒太が６本のヒットを打たれながら

２四球しか与えず４失点に押さえて新チームの

初勝利をキャプテン自らの手で達成しました。

９月４日（土）  宮内小グラウンド９月４日（土）  宮内小グラウンド９月４日（土）  宮内小グラウンド９月４日（土）  宮内小グラウンド

通算１勝６敗１分通算１勝６敗１分通算１勝６敗１分通算１勝６敗１分 通算２勝６敗１分通算２勝６敗１分通算２勝６敗１分通算２勝６敗１分

　２番手寛人投手の立ち上がり二ゴロ、連続三振

と３者凡退スタートして今日もうれしい予感。攻撃

は四球のランナーを４番峻一郎のタームリー

ヒットなどで３点先制。２回、３回と２点ずつ追加し

て試合を優位に進めるも降りしきる雨のせいか、寛

人のリズムが崩れ出し、３回１安打４四球で１失点、

４回には５四死球を与え押し出しの２失点。３安打１

１四球とランナーを出し、毎回満塁となりながら、最

後は踏ん張り９残塁と最小失点に押さえ初勝利を

挙げ、チームも２勝目をゲットしました。

　１試合目好投の諒太、今度はレフトオ－バー

の２ランＨＲを放ってダメ押し追加点。

　　　　　　　　　　　　　　　　南部地区少年野球大会南部地区少年野球大会南部地区少年野球大会南部地区少年野球大会　<　<　<　<第第第第２５２５２５２５回秋季大会>回秋季大会>回秋季大会>回秋季大会>　　　　結果結果結果結果

ＨＲ～諒太３号

７勝２敗

　初回１番優斗、２番辰也が連続四球。優斗の３盗が送

球エラーを呼び1点先制。３番諒太の右儀飛で辰也タッチ

アップして２点目。その後も７番規之のタイムリーなどで２

点追加して優位に進めるも、その裏十日町打線も３安打

で３点取って１点差。２回１アウトから1番優斗二ゴロ内野

安打、２盗３盗のあと２番辰也のセンター前ヒットで１点。

辰也３盗失敗のあと３番諒太のHRで追加点。しかしそ

の裏の反撃７番三ゴロ失、８番９番に連続四球で満塁。２

番にタイムリー、その後エラーが重なりこの回２安打３四球

２失策と１０人の攻撃で６点取られ逆転される。反撃に出

たい３回は無得点。敗色濃厚で迎えた４点を追う最終回、

先頭の２番辰也３番諒太４番峻一郎５番夏輝と連続四死

球で１点、６番寛人の三ゴロで１点、なおも続く満塁の場

面。７番規之の打席を迎えたところで「高めがきたら初球

から思い切って行け」とアドバイスしたらその球が来て強

振した打球は左中間を深々と破る走者一掃の三塁打と

なって逆転。こうなれば勢いは止まらず９番恭平、１番優

斗２番辰也８番大地にもヒットが出て打者１９人を送り１５

得点。一気に試合を決めました。

ＦｓＦｓＦｓＦｓ通信通信通信通信１３１３１３１３号号号号にににに掲載掲載掲載掲載

ＦｓＦｓＦｓＦｓ通信通信通信通信１１１１１１１１号号号号にににに掲載掲載掲載掲載

☆☆☆　秋季大会 　☆☆☆　秋季大会 　☆☆☆　秋季大会 　☆☆☆　秋季大会 　 準優勝準優勝準優勝準優勝 　☆☆☆　☆☆☆　☆☆☆　☆☆☆

通算３勝６敗１分通算３勝６敗１分通算３勝６敗１分通算３勝６敗１分



  ＊  ＊  ＊  ＊ＢブロックＢブロックＢブロックＢブロック第二試合（9月11日）第二試合（9月11日）第二試合（9月11日）第二試合（9月11日）

（四死球） （２） （０） （２） 【４】

（安打） （０） （０） （１） 【１】

１１試合目 1 2 3 4 5 6 計

石坂 0000 0000 2222 2222

宮内ＦＳ 14141414 4444 ×××× 18181818

（安打） （６） （１） 【７】

（四死球） （５） （４） 【９】

投手～○眞嶋（２勝）〈２回〉、内山〈１回〉

☆三塁打～峻一郎、竜次

  ＊決勝（9月12日）

（四死球） （０） （０） （２） （０） （１） （０） 【３】

（安打） （１） （１） （３） （１） （２） （０） 【８】

１２試合目 1 2 3 4 5 6 計

宮内ＦＳ 0000 0000 1111 0000 0000 0000 1111

上組こだま 3333 0000 0000 2222 5555 ×××× 10101010

（安打） （１） （０） （１） （２） （５） 【９】

（四死球） （１） （０） （１） （１） （１） 【４】

投手～●茂田井（２勝２敗）

　第一戦の勢いそのままに１番２番失策出塁のあと３番

諒太の３ランＨＲで先制。なおも攻撃は続き打者１７人

を送り１４点。皆が喜び勇んでいる中、７番竜次のレフト線

を襲った打球で一気にホームに駆け込みながら中継から

の送球がいいところに帰ってきて間一髪アウトになりベン

チに帰って泣いている姿が痛々しかったです。

　大量リードに３年生克俊（四球）、２年生滉平（三振）の

出番もあり公式デビュー戦は兄ちゃんに軍配が上がりまし

た。克俊は盗塁、ＷＰ、ＷＰでホームインするとうれしそう

に観客席に向かいハイタッチ。

　守っては２回打者８人を２四球に抑えた寛人。リリーフ大

地は２ランＨＲを浴びたが１８－２で圧勝。Ｂブロック２

勝で１位通過。明日の決勝戦進出を決め、余裕を持っ

て対戦相手の試合観戦となりました。

　※総評　新キャプテンのチームとなって４

試合しか経験出来ずに望んだ今大会。練習

量も試合経験も少なく、それがそのまま大事

なところで出てしまい惨敗。しかし３回、５回の

攻撃がうまくつなげたら結果はわからなかっ

たかな？課題もたくさん見つかったし、今日の

敗戦の悔しさを忘れずにまた練習再開です。

必ずリベンジすることを誓いたいものです。

通算４勝７敗１分通算４勝７敗１分通算４勝７敗１分通算４勝７敗１分

　初回２アウトから今大会絶好調の３番諒太が二塁打、４

番峻一郎に期待も一ゴロ。その裏１番のなんでもない二

飛を失策。２番にタイムリーを打たれ１点。６番の三ゴロも

失策がからんで計３失点といやな滑り出し。しかし峻一郎

のダイビングキャッチで皆の気が引き締まった。３回１ア

ウトから２番辰也、３番諒太がセンター前に運んでチャン

スを広げたと思ったところ走塁ミスが出て２アウト。４番峻

一郎四球、５番夏輝がレフト前ヒットで１点。５番寛人が四

球でつなぎ満塁の場面で７番規之の登場。強振した打球

が三遊間を襲い『やったー』と思ったがショートの好守備

にあい規之ヘッドスライデイングも間一髪アウト。あの打球

が抜けていればどうころんだかわからない展開の中、次の

１点をどちらが先に取るかが勝敗の分かれ目となる４回

裏、８番四球、２アウトを取ったものの１番、２番に長打を

浴び２失点。反撃に出たい５回表３番からの好打順も諒

太簡単に初球を打って三ゴロ、４番峻一郎四球、５番夏

輝ヒット、６番寛人のセンター前ヒットで果敢にホームを狙

う峻一郎が間一髪アウト。この間に３塁を狙う夏輝もアウ

トとなってゲッツ－。チャンス拡大が一瞬にしてチェンジ。

気落ちしてマウンドに向かう諒太にこの回締めて行けとア

ドバイスも気持ちは乗らず、不安的中で４番に四球のあと

２本のＨＲを含む５本のヒットを浴びて５失点で勝負あり。

ヒット数、四球も同じ位だが失策の差と走塁ミスがひびい

て思わぬ大敗となりました。

ＨＲ～諒太４号 通算４勝６敗１分通算４勝６敗１分通算４勝６敗１分通算４勝６敗１分

祝！準優勝　　Ｈ16.9.12越路野球場

脇役から主役に

なって成長した

５年生４人衆



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

（安打） （３） （０） （０） （０） （０） （１） 【４】 （安打） （４） （０） （０） （１） （１） 【６】

１３試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 １４試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

越路Ｊｒ 4444 0000 0000 0000 0000 0000 4 田川・東部 4444 0000 0000 1111 0000 5

宮内ＦＳ 5555 0000 0000 2222 3333 ×××× 10 宮内ＦＳ 3333 3333 3333 3333 ×××× 12

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

（四死球） （３） （２） （０） （３） （３） 【１１】 （四死球） （１） （２） （２） （２） 【７】

投手○茂田井（３勝２敗） 投手○茂田井（４勝２敗）

☆二塁打～諒太、夏輝 ☆三塁打～辰也　☆二塁打～優斗

（四死球） （２） （１） （１） （３） （２） （２） 【１１】 （四死球） （２） （２） （１） （２） （２） 【９】

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

１５試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 １６試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0000 0000 0000 2222 1111 2222 5 宮内ＦＳ 1111 0000 0000 0000 6666 7

上組こだま 0000 4444 0000 4444 1111 ×××× 9 新町クラブ 1111 0000 0000 0000 0000 1

（安打） （０） （１） （１） （４） （１） 【７】 （安打） （０） （０） （０） （０） （０） ００００

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

投手●茂田井（４勝３敗） 投手○茂田井（５勝３敗）

☆二塁打～諒太、夏輝 ☆ＨＲ～峻一郎１号　☆二塁打～辰也

１０月

（四死球） （０） （１） （２） （１） （１） （１） 【６】 （四死球） （８） （３） （５） （０） 【１６】

（安打） （０） （１） （４） （０） （１） （０） 【６】 （安打） （３） （１） （１） （０） 【５】

１７試合目 1 2 3 4 5 6 7 計 １８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0000 0000 4444 0000 0000 0000 4 宮内ＦＳ 9999 4444 5555 0000 18

あおし 0000 0000 0000 3333 2222 ×××× 5 あおし 1111 0000 4444 1111 6

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

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

投手～●茂田井（５勝４敗） 投手○若井（１勝）

☆二塁打～峻一郎 ☆ホームスチール～優斗

１勝１敗

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

通算５勝７敗１分通算５勝７敗１分通算５勝７敗１分通算５勝７敗１分 通算６勝７敗１分通算６勝７敗１分通算６勝７敗１分通算６勝７敗１分

通算６勝８敗１分通算６勝８敗１分通算６勝８敗１分通算６勝８敗１分 通算７勝８敗１分通算７勝８敗１分通算７勝８敗１分通算７勝８敗１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 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

通算７勝９敗１分通算７勝９敗１分通算７勝９敗１分通算７勝９敗１分 通算８勝９敗１分通算８勝９敗１分通算８勝９敗１分通算８勝９敗１分

１０月１６日（土）  栖吉小グラウンド１０月１６日（土）  栖吉小グラウンド１０月１６日（土）  栖吉小グラウンド１０月１６日（土）  栖吉小グラウンド

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


