
１１月

　今年一年の締めくくりも、やはり雨に泣かされました。

　10/23は試合途中で中止。延期となった11/3も準備途中から

雨にたたられましたが天気は回復、各チームから水取り、グラウ

ンド整備の協力をいただきなんとか開催できましたこと感謝申し

上げます。

　五十嵐監督不在の中、なんとか優勝の報告をしたかったので

すが『４位』『４位』『４位』『４位』の結果となりました。６年生にとっては最終試合、

子どもたちは満足した試合ができたのでしょうか。最終戦という

ことで各試合の詳細をお知らせします。

詳細はFs通信第１7号参照

１勝２敗（30勝41敗1分）

編集後記

　10/8片貝カップ初戦敗退の悔しさをバネに10/9は若草野球とダブルヘッダー。１試合

目新汰先発で２－５で敗退。２試合目は大也先発で６－９で敗退と２連敗。なかなか結果が

出さないＡチーム。

　10/10は小千谷白山球場で和泉クラブとダブルヘッダー。

　秋葉杯へ向けての最終調整で、１試合目は先発拳で５－３で勝利。４回に同点とされるも

２２２２アウトアウトアウトアウト満塁満塁満塁満塁からからからから５５５５番悠太郎番悠太郎番悠太郎番悠太郎のののの２２２２点点点点タイムリーヒットでタイムリーヒットでタイムリーヒットでタイムリーヒットで勝勝勝勝ちちちち越越越越しししし ての勝利でした。ヒットヒットヒットヒット

もももも７７７７安安安安打打打打（（（（２２２２番康大番康大番康大番康大、、、、３３３３番拳番拳番拳番拳２２２２本本本本、、、、４４４４番新汰番新汰番新汰番新汰、、、、５５５５番悠太郎番悠太郎番悠太郎番悠太郎、、、、６６６６番翔太番翔太番翔太番翔太、、、、７７７７番竜我番竜我番竜我番竜我））））

　２試合目はヒットヒットヒットヒット２２２２本本本本（（（（４４４４番新汰番新汰番新汰番新汰、、、、５５５５番悠太郎番悠太郎番悠太郎番悠太郎））））４四球ながら３点を挙げ、エースエースエースエース康大康大康大康大

がががが４４４４安打安打安打安打１１１１四球四球四球四球でででで完封勝利完封勝利完封勝利完封勝利 。２試合とも素晴らしいゲームでした。

　午後からは、せっかく用意してもらった白山野球場で、今後のミニ大会に向けて最終調整

練習。スクイズ阻止の守備練習や送りバント、スクイズの攻撃練習を行いました。

　５年生は守備、ランナー役で練習参加。意義のある中身の濃い練習をすることができたの

ですが、秋葉杯にはこの成果が活かされませんでした。

　最後の大会となるＦｓカップには活かせて｢｢｢｢優勝目指優勝目指優勝目指優勝目指してしてしてして」」」」頑張頑張頑張頑張ってほしいとってほしいとってほしいとってほしいと 思います。

Ｒ.Ｋ

小出青空さま　２連覇おめでとうございます！
第４位

武士俣こづえさんによる始球式

　　　　　　　　　　　　　Ｈ23.10.23

お母さん方も水取りに協力　Ｈ23.11.3

選手宣誓：宮内Ｆｓ半藤大河主将

　　　　　　　　　　　　　　Ｈ23.10.23

３７



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

（安打） （１） （０） （０） （２） （０） 【３】【３】【３】【３】

７０試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

若獅子 1 0 0 1 0 2

宮内ＦＳ 1 3 1 0 × 5

（安打） （０） （１） （２） （１） 【４】【４】【４】【４】

（四死球） （１） （２） （１） （０） 【４】【４】【４】【４】

先攻〈若獅子〉 後攻〈宮内Ｆｓ〉

５回

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

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

７１試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0 1 0 0 0 0 1

小出青空 2 1 0 0 1 × 4

（安打） （１） （２） （０） （０） （３） 【６】【６】【６】【６】

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

先攻〈宮内Ｆｓ〉 後攻〈小出青空〉

　９番大也投飛、１番大河中前ヒット、二盗、三盗も

２番康大捕飛、３番拳三振に倒れゲームセット。

６回

【２回裏】６番三振、７番右前ヒットがワンバウンドで

悠太郎の頭上を超えて１失点。８番三振、９番二塁

打、１番三振。

３回 　２番二飛、３番三飛、４番三振で三者凡退。

　３番拳三振、４番新汰中前ヒットも盗塁アウト。５番

竜我投ゴロで結局三者凡退。

４回

１１月３日（木祝）　越路野球場Ａｺｰﾄ②１１月３日（木祝）　越路野球場Ａｺｰﾄ②１１月３日（木祝）　越路野球場Ａｺｰﾄ②１１月３日（木祝）　越路野球場Ａｺｰﾄ②

準決勝

５回

　８番中前ヒットも二塁盗塁死。９番投ゴロの２アウトから１番二塁

打、盗塁、２番左前ヒットで痛い追加点。３番二ゴロ。

【１回表】１番大河三振、２番康大、３番拳連続捕飛。

【１回裏】１番遊ゴロ、２番二ゴロ内野安打、盗塁、３

番三ゴロ失、盗塁の二・三塁から連続ＷＰで２失

点。４番、５番連続三振。

【２回表】４番新汰四球、盗塁、５番竜我遊ゴロ、６

番悠太郎右前ポテンヒットで１点反した。７番翔太

右飛で悠太郎飛び出してダブルプレー。

　８番隼成三振、９番大也四球も盗塁アウト。１番大

河二ゴロ失、盗塁、２番康大一ゴロで無得点。

　５番四球、二盗、三盗、ＷＰでホームを狙うもタッチ

アウト。６番三振、７番二ゴロ。

　６番悠太郎二ゴロ、７番翔太三振、

８番隼成中飛でまたまた三者凡退。

３０勝４０敗１分３０勝４０敗１分３０勝４０敗１分３０勝４０敗１分投手～●拳（８勝９敗）

【１回裏】１番大河四球、ＰＢ、２番康大二ゴロ(大河

三進)、ＷＰで同点。３番拳遊飛、４番新汰投ゴロ。

１回戦

１１月３日（木祝）　越路野球場Ａｺｰﾄ①１１月３日（木祝）　越路野球場Ａｺｰﾄ①１１月３日（木祝）　越路野球場Ａｺｰﾄ①１１月３日（木祝）　越路野球場Ａｺｰﾄ①

【１回表】１番右前ヒット、二盗、三盗、２番投ゴロ、３番

投ゴロで三塁ランナー還り１失点。４番二ゴロ、５番三

振。

　７番翔太三ゴロ、８番隼成左前ヒット、９番大也投飛、１

番大河遊飛で無得点。

投手～○康大（１４勝１７敗） ３０勝３９敗１分３０勝３９敗１分３０勝３９敗１分３０勝３９敗１分

☆ＨＲ～拳２号　☆二塁打～新汰

【２回表】６番三振、７番投ゴロ、８番遊ゴロ失もけん

せいアウトで無失点。

【２回裏】５番竜我右前ヒットのあと連続ＷＰで１点。

６番悠太郎三振、７番翔太四球、盗塁のあと連続

ＷＰで２点目。８番隼成四球、盗塁、ＷＰから９番大

也の投ゴロで判断よく還り３点目。１番大河三ゴロ。

　９番三振、１番中飛、２番三ゴロで無失点。 先発康大。３安打・１四球・４奪三振、２失点で完投勝利。

　９番三ゴロ失、１番遊飛で一塁ラン

ナー飛び出しゲッツー。２番三振で

無失点。

３

回

　２番康大四球、盗塁死（タイミングはセーフ）、３番拳ＨＲで１点追

加。４番新汰右中間二塁打、盗塁も５番竜我浅い右飛、６番悠太郎

投ゴロで追加点ならず。

　３番左飛、４番二塁打、ＷＰ、５番遊ゴロで１

失点。６番四球、７番左前ヒットの一・二塁とな

るも、８番遊ゴロで追加点は許さなかった。

４回

３８



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

（安打） （２） （１） （０） （０） （１） 【４】【４】【４】【４】

７２試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0 0 0 0 2 2

今町ふたば 5 1 0 0 × 6

（安打） （２） （１） （１） （３） 【７】【７】【７】【７】

（四死球） （１） （１） （０） （０） 【２】【２】【２】【２】

先攻〈宮内Ｆｓ〉 後攻〈今町ふたば〉

　６番隼成三ゴロ失、７番大也二ゴロ失、盗塁でチャンスをもらい、８番悠太郎の

遊撃手頭上を超えるタイムリーヒットで２点を返したが９番拳二ゴロで４－４－３と

ダブルプレー。１番大河四球、２番康大いい当たりもライトゴロとなってゲームセッ

トとなりました。

５回

　５番翔太左前ヒット、盗塁、６番隼成右飛、７番大

也四球で一・二塁とチャンスを広げるも８番悠太郎

三ゴロで５－５－３でダブルプレー。

　３番竜我遊ゴロ、４番新汰

投ゴロ、５番翔太捕飛で三

者凡退。

２回

　９番投ゴロ、１番投ゴロ失、２番投ゴロの２アウトから

３番右前ヒットで１失点。４番四球、５番遊ゴロ。

　９番拳遊飛、１番大河三ゴロ、２番康大一ゴロで三

者凡退。

４回

　９番中前ヒットもけんせいアウト（３個目）、１番右中間二塁打、２番遊ゴロを

大河一塁へ投げると見せかけて二塁ランナーをアウトにする好プレー。３番

に長打を打たれるも翔太ー竜我ー新汰と中継されてホームタッチアウトの好

プレーが見られました。

３回

　６番中前ヒットもけんせいアウト、７番遊ゴロ、８番

遊ゴロ失もけんせいアウトで三者凡退。

３０勝４１敗１分３０勝４１敗１分３０勝４１敗１分３０勝４１敗１分

　☆コーチコメント

　六年生にとって宮内ファイターズとして試合できるのもこの日が最後でした。

　五十嵐監督不在の中 ”完全燃焼”『したい』、『して欲しい』 と思っていたのは駒形監督はじめ

保護者たちだけで子ども達からは、あまり感じられなかったのは私だけではなかったと思います。

　三試合戦った中で言えることは、点の取り方・取られ方です。相手のミスからの得点も大事なの

ですが、やはりチャンスの場面での自分の役割、ピンチの場面での自分が出来ること、これが出来

てこそ精一杯のプレーではないでしょうか！

　三試合目は相手チームとの実力差があったせいか、かなり打ち込まれ 「「「「三位三位三位三位のののの賞状賞状賞状賞状をををを監督監督監督監督へへへへ！」！」！」！」

の思いも届かず、 『『『『四位四位四位四位』』』』 という結果 でした。

　不甲斐ない形で終わってしまった部分はたくさんありましたが、 子供子供子供子供たちにはもっとたちにはもっとたちにはもっとたちにはもっと勝勝勝勝つことをつことをつことをつことを

意識意識意識意識してしてしてして欲欲欲欲しかったですしかったですしかったですしかったです。。。。

　スター選手がいないこのチームだったからこそ１人１人がもっと”勝ち”にこだわっても良かっ

たのではないでしょうか！

　ＰＳ　「雨男だ」と嘆いているＩ監督、どうやら監督以外に雨男がいるようです。

by Ｋ.Ｕコーチ

　雨男を探せ！Ｕコーチの言う２週に渡り雨を降らせた張本人は誰ですか。

　でも、『自称天気男の私』。10/23は私が所用でグラウンドを離れるとまさかの大雨。11/3は気象情報【なが

おか防災情報http://www.bousai.city.nagaoka.niigata.jp/】をコピーして会場入り。7:30から１時間位雨雲があ

るがそれが過ぎれば大丈夫を信じて強硬に大会開始。信じるものは救われるで、予報どおりに雨は上がり、

大会終了近間にまた小雨。『天気男健在！』

　関係者の皆様には、大会の準備・設営・運営にと２週に渡り大変ご苦労をかけましたが、今年も無事大会を

終えることが出来まして感謝申し上げます。　　Ｒ.Ｋ

３位決定戦

１回

　１番四球、盗塁、２番一ゴロ、３番右中間２ランＨ

Ｒ．４番遊ゴロ失、５番三ゴロ失で１点。６番にまたも

や右中間２ランＨＲでこの回２安打２失策がからんで

５失点。

　１番大河中前ヒット、盗塁、２番康大二飛が内野安

打となり、３番に打順が上がった竜我にチャンスも捕

飛、４番新汰二ゴロが４－６－３のダブルプレーで無

得点。

１１月３日（木祝）　越路野球場Ｂｺｰﾄ③１１月３日（木祝）　越路野球場Ｂｺｰﾄ③１１月３日（木祝）　越路野球場Ｂｺｰﾄ③１１月３日（木祝）　越路野球場Ｂｺｰﾄ③

投手～●康大（１４勝１８敗）

６年生最後の試合の先発オーダーの発

表です。『３位入賞目指して頑張ろう！』

３9


