
９月

　新チームに替わって初の公式戦。

　前日の練習終了後、敬斗主将を囲んで必勝宣言を行って気合十分で臨んだ大会。

　１日目残念ながら準決勝で上組に敗れ、目標とした『優勝』はできませんでしたが、今大会から

採用された敗者復活戦で代表の座を目指すことに方針変更。

　２日目は心機一転、川口、前川に大勝してなんとか第３位入賞とともに中央大会（長岡市スポ

ーツ少年団交流大会）への出場権を獲得しました。

　夕方行われた『中央大会出場祝賀会』には、大勢の５年生保護者と４年生保護者、関係者多

数の参加で盛り上がりました。このまとまりがあれば、

さらに強いＦｓとなって行くことでしょう。

　中央大会でもこの『団結力』で頑張っていきましょう。

　保護者の皆様には、暑い中、審判、送迎、応援と

ありがとうございました。

長岡市南部地区少年野球　第３３回秋季大会　結果

詳細はFs通信１１号参照上組こだまさま　優勝おめでとうございます！

８勝１敗（１１勝２敗）

７４

５５

第３位

祝！３位入賞　　Ｈ24.9.2越路河川公園野球場

３位の表彰を受ける敬斗主将



１回戦

（四死球） （１） （３） （２） （１） 【７】【７】【７】【７】

（安打） （１） （０） （１） （１） 【３】【３】【３】【３】

５試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内Ｆｓ 2 3 1 1 7

前川ﾏｯﾊｰｽﾞ 2 3 0 0 5

（安打） （１） （４） （０） （０） 【５】【５】【５】【５】

（四死球） （３） （０） （０） （０） 【３】【３】【３】【３】

準決勝

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

（安打） （２） （２） （５） （２） （２） 【13】【13】【13】【13】

６試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

上組こだま 2 0 5 0 4 11

宮内ＦＳ 1 2 0 0 0 3

（安打） （１） （２） （１） （１） （０） 【５】【５】【５】【５】

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

９月１日（土）越路河川公園野球場②９月１日（土）越路河川公園野球場②９月１日（土）越路河川公園野球場②９月１日（土）越路河川公園野球場②

※コーチ総評

　 新チーム結成後、初の大会。

　宮小グラウンド集合時、風間団長より 新キャプテン敬斗に「主将マーク」の授与式 が行われ、

キャプテンのみならず新チームが引き締まった瞬間でもありました。（大げさですが・・・）

　今大会から敗者復活戦が採用されますが、もちろん南部地区優勝で中央大会の出場を決めよう

と、阿比留監督が一番気合いが入っていました。

　初戦のせいか、選手たちには緊張が見られましたが、出塁すると、すかさず盗塁を決めるファ

イターズ。かき回す攻めが成功し、相手のWP（ワイルドピッチ）を誘って得点を重ねる。

　マッハーズは、少ない出塁にも関わらず長打で確実に追いついてくる。やはり、楽には勝たし

てもらえない。

　しかし、 エースナンバー「１」をつけて、１１個の三振を奪った蒼太の好投と、しつこく盗塁

を決めたファイターズに軍配が上がり、初戦を勝ち進むことができました。おめでとう！

　このゲームでは、ホームラン賞は出ませんでしたが、メダル獲得を目指して、打ちまくってほ

しいものです。

　 “打席に入ったら、自信をもって、「強気！」だっ！”　がんばれ！宮内ファイターズ！

by． F.S

☆三塁打～敬斗　☆ヒット～春樹、雄大

　１回表、１番航大遊ゴロ、２番空輝左前ヒット、二盗、

三盗、３番蒼太左飛失で１点先制。蒼太三盗からＰＢで

幸先よく２点先制。

　しかし１回裏、１番死球、２番四球、３番中飛失の満塁

から４番に右翼線二塁打であっという間に同点。

　２回表、７番雄大、８番知哉連続四球。９番格平投ゴ

ロ失、１番航大四球など３四球、１失策、ノーヒットで３

点追加。

　２回裏、２アウトから２番ヒット、３番、４番に連続ＨＲで

またまた同点にされた。

　３回表、４番敬斗二塁打、三盗、ＰＢで１点追加。なお

も５番龍志、６番春樹連続四球、盗塁で二・三塁とチャ

ンスを広げたが、走塁ミスや雄大、知哉連続三振で追

加点ならず。

　３回裏は蒼太が７番、８番、９番を三者連続三振に打ち取り始めてリードの状態で最終回へ。

　４回表、９番格平三飛、１番航大投ゴロの２アウトから２番空輝中前ヒット、二盗。さらに三盗の時捕手からの送球が

それて空輝還り貴重な追加点。

　４回裏、１番からの攻撃も１番、２番連続三振（前の回から５者連続三振）、３番左飛に打ち取り無失点で勝利が決

定。

　１回、２回と蒼太の投球に前川打線がヒット４本浴びせまさかの５失点であったが、終わって見れば１２個のアウトの

うち奪三振１１個。最後の打者だけ左飛のアウト以外は全部三振でした。

４勝２敗４勝２敗４勝２敗４勝２敗

☆二塁打～敬斗　☆ヒット～空輝２本

☆ＨＲ～航大２号、龍志２号

投手～○蒼太（４勝） ４勝１敗４勝１敗４勝１敗４勝１敗

投手～●龍志<4回1/3>（１勝２敗）、春樹<2/3>

勝てそうで勝てない。次回自信を持って対戦してほし

いものです。

９月１日（土）越路河川公園野球場①９月１日（土）越路河川公園野球場①９月１日（土）越路河川公園野球場①９月１日（土）越路河川公園野球場①

【１回表】１番右中間二塁打、盗塁、ＷＰであっさり先制

点。２番遊ゴロ、３番ヒット。一塁けんせいが悪送球と

なって三塁へ、４番投ゴロで飛び出した三塁ランナーを

挟んだがホームインを許して２点目。５番二飛。

【１回裏】１番航大が２－３のフルカウントから左

翼線を破る先頭打者ＨＲ。２番空輝投ゴロ、３番蒼太

遊ゴロ、４番敬斗三ゴロ。

７５



先攻〈上組こだま〉 後攻〈宮内Ｆｓ〉

（四死球） （７） （２） （１） （１） （２） 【13】【13】【13】【13】

（安打） （４） （１） （０） （０） （３） 【８】【８】【８】【８】

７試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内Ｆｓ 11 2 0 0 4 17

川口Ｆｓ 0 0 0 2 0 2

（安打） （１） （０） （１） （２） （０） 【４】【４】【４】【４】

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） ００００

　１番二ゴロ失、２番捕飛、３番左中間ヒットで同点にさ

れると龍志のリズムが崩れ４番四球、５番から４連打、９

番、１番連続四球などこの回５失点。

　６番遊ゴロ、７番三ライナー（春樹ダイビン

グキャッチ）、８番二ゴロ内野安打、盗塁、９

番ライト前ヒットも知哉→航大→敬斗とつな

いでホームタッチアウト。

２回

　この回先頭の５番龍志が左超えＨＲ、６番春樹左前ヒット、二

盗、三盗、７番雄大、８番知哉連続三振。９番格平の強い当たりが

遊ゴロ失となって春樹還り逆点。格平は判断よく三塁へ。なおも追

加点を期待したが１番航大三ゴロ。

　６番春樹遊ゴロ、７番雄大左前ヒット、ＰＢ、８番知哉三

ゴロ、９番格平死球で一・三塁。格平二盗を試みる。こ

の間に三塁ランナー雄大ホームをつくもタッチアウト。

惜しいチャンスをつぶしてしまった。

　足を故障した龍志続投も７番ヒット、８番四球を与えた

ところで春樹に交代。

　きゅうきょ登板の春樹も１安打、１四球、２失策などもか

らんでこの回４失点となってしまった。

５回

　１番からの攻撃も航大三ゴロ失、盗塁、２番空輝の三

ゴロの時すでに盗塁を試みていた航大が三塁タッチア

ウト。そのまま一塁に送球されてダブルプレー。３番蒼

太三ゴロで敗戦。

　大量リードに代打攻勢で７番晃介（レフト）、８番佑羽（ライト）、９番知哉（センター）が出場。さらに２番代打駿貴、守

備からセカンド昇大も出場の機会をもらった。

　最終回には皆がつないで、今日でＦｓを卒業する昇大まで打順を廻して、二ゴロでアウトも一塁まで全力

で走りました。

　この試合惜しかったのが、航大のサイクルヒット。①ＨＲ、②ヒット、③三塁打で王手をかけ④打席目意識しすぎ

て？一飛。最終回に再びチャンスが回ったが三ゴロ内野安打で達成できなかった。

　今年４回目の「ファイターズ」対戦。中央大会出場の

ためにはもう一つも負けられないプレッシャーの中では

ありました。

　１回表１番航大が中超え先制ＨＲで口火を切ると

２番空輝、３番蒼太連続四球、４番敬斗左超え三塁

打、５番龍志四球、６番春樹三振の１アウトも７番雄大、

８番隼平連続四球、９番格平遊ゴロ失、さらに打者二巡

後も２本のヒット（航大、龍志）、２四球（蒼太、敬斗）な

どこの回打者１５人送り１１点の先制点。

　守りでは、先発蒼太が４回２アウトから失策後、二塁

打、さらに失策が出て２失点も被安打４本、奪三振６、

無四球で勝利投手になった。

　２回にも航大三塁打、蒼太、敬斗の四球に２失策が

からんで２点追加。

　３回、４回と無得点で小休止したが、５回には３安打

（龍志、春樹、航大）、２四球（敬斗、知哉）など打者８人

で４点追加して試合を決定づけた。

敗者復活戦

９月２日（日）越路河川公園野球場①９月２日（日）越路河川公園野球場①９月２日（日）越路河川公園野球場①９月２日（日）越路河川公園野球場①

投手～○蒼太（５勝）

※コーチ総評

　 序盤に逆転し、今回は上組に勝てる。と思わせる試合展開でした。しかし、中盤に大量得点を

許し、力尽きたという試合でした。

　点差が開いてしまうと、気持ちも切れて、なかなか逆転するのは難しいと思います。

　取れるアウトはしっかり取る。外野は後ろに抜かれないようにする。エラーなどをして失敗し

ても、気持ちを切り替えて後に引きずらない。など大量失点をしないような試合運びをしてもら

いたいです。

　また、攻撃も見逃し三振は相手のピッチャーを助けるだけです。まず、普段の練習から自分で

ストライクゾーンの確認をして、選球眼をつけてください。

　 試合の後は、自分なりに良かったこと、悪かったことを反省し、次に同じ失敗を繰り返さない

ように、平日練習に臨んでください。

　自ら考えて、一歩一歩、進歩しよう！ 　ｂｙ．Ｔ.Ｓ

５勝２敗５勝２敗５勝２敗５勝２敗

☆ＨＲ～航大３号　☆三塁打～敬斗、航大

☆ヒット～航大２本、龍志２本、春樹

３回

　２番空輝二ゴロ、３番蒼太三飛、４番敬斗左超もレフト

が深めに守っていたため惜しくも三塁打止まり。５番龍

志三ゴロで得点できず。

　３番遊ゴロ内野安打、４番投ゴロを龍志→蒼太→航
大と渡りダブルプレー。５番四球、６番右前ヒット。投手へ
の返球がそれる間に三塁ランナーホームをつくも敬斗

がすばやくカバーしてタッチアウト。得点こそ許さな

かったがこの時のプレーで龍志が足を故障。

４回

７６



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

（安打） （０） （０） （０） （１） （０） 【１】【１】【１】【１】

８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

前川ﾏｯﾊｰｽﾞ 0 0 0 1 0 1

宮内ＦＳ 9 0 6 0 × 15

（安打） （３） （１） （４） （１） 【９】【９】【９】【９】

（四死球） （５） （０） （０） （０） 【５】【５】【５】【５】

先攻〈前川ﾏｯﾊｰｽﾞ〉 後攻〈宮内Ｆｓ〉

９月２日（日）越路河川公園野球場②９月２日（日）越路河川公園野球場②９月２日（日）越路河川公園野球場②９月２日（日）越路河川公園野球場②

※コーチ総評

　 前日の敗戦により中央大会出場へ向けての大事な一戦。

　朝の集合時間も早く、子供たちを見ると寝むそうな顔がうかがえました。練習中も「大きな声

が出ない、動きもおそい・・・」このまま試合をして大丈夫なのか不安でしたが、試合では相手

チームのミスやエラーなどもあり、勝つことができました。

　 新チームから取り組んでる「自主性」。 ５年生リーダーにたよってばかりではダメです。子供

たち全員の意識が変わらなければ「自主性」は生まれません。声を出すことも意識すれば「大き

な声」が出ると思います。「行動」も変わってくると思います。

　ひとりひとりの意識の変化が、大きな力になり、もっと強いチームになっていけると思いま

す。子供たちが変化していくことに期待しています。 　　by． Ｗ.Ｓ

【１回表】１番三振、２番二飛、３番左飛と３者凡退の好

スタート。

２回

【１回裏】１番航大左前ヒット、二盗、三盗、２番空輝四

球、二盗、３番蒼太遊ゴロ内野安打で１点先制。４番敬

斗振り逃げ、５番龍志三ゴロ失で２点目、６番春樹捕飛、

７番雄大、８番隼平連続四球で押出しで１点追加。９番

格平二ゴロ失、１番に戻って航大、２番空連続四球、３番

蒼太三ゴロ失、４番敬斗左前ヒット。５番龍志三ゴロまで

打者１４人送り、３安打、５四球、３失策で９点取って試合

の主導権を握った。

投手～○春樹（４勝５敗） ６勝２敗６勝２敗６勝２敗６勝２敗

※コーチ総評

　中央大会への最後の切符をかけた、前川マッハーズとの三位決定戦です。

　前日の対戦は、7対5の接戦での勝ちでした。今日の試合はどんな試合になるか

と、楽しみ半面不安もありました。しかし、初回に9点をもぎ取り終わってみれ

ば、15対1の圧勝での見事な勝利！！中央大会進出＆三位おめでとう！！しかし喜

んでばかりはいられません。 試合終了後のミーティングでの話を覚えていますか？

大量点リードでの試合からか、試合中にベンチでふざけていた選手が居たり、試合

中の応援・守備での声掛けがまだまだ出来ていませんでした。

　中央大会まであと一ヶ月です。 ミーティングでの反省点を毎日の練習の時に思い

出して頑張りましょう！！チーム全員が同じ気持ちで練習すればきっと結果はつい

てきます。 これからも一緒に頑張りましょう！！　　ｂｙ.Ｋ.Ｔ

３位決定戦

　最終回１番からの攻撃であったが、打ち疲れか航大

三ゴロ、２番空輝右前ヒットも盗塁死、３番蒼太遊飛で３

者凡退に終わった。

　１番航大中前ヒット、二盗、三盗、２番空輝中飛失、３番蒼

太三ゴロ失から４番敬斗外角低めの難しい球を右中間

に運んでＨＲ。その後も春樹、格平のヒットなどこの回も打

者９人送り６点を追加した。

☆ＨＲ～敬斗７号

☆ヒット～航大２本、春樹２本、蒼太、敬斗、空輝、格平

　７番捕飛、８番右飛失、９番四球、１番中飛、２番四球

と２アウト満塁となったが、３番投ゴロで試合終了。

５回

　４番一飛、５番四球、盗塁も敬斗からの好送球

でアウト。６番投ゴロでこの回も３者凡退。

　１番遊ゴロ失、盗塁、ＷＰで初めてランナー三塁へ。２

番三振、３番三ゴロで１失点。４番三ゴロ内野安打、５番

四球と再びピンチを迎えたが６番三ゴロでチェンジ。

４回

　６番春樹三塁線にバントヒット、二盗、三盗とチャンスを広

げたが、７番雄大、８番隼平、９番格平連続三振で得点なら

ず。

　７番遊ゴロ、８番遊飛、９番三振と３者凡退とここ

まで９人に押さえた。

祝！３位入賞

中央大会出場決定！

３回

７７


