
準決勝

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

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

４８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 1 3 0 0 0 0 4

やまびこ 1 0 0 0 1 0 2

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

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

先攻〈宮内Ｆｓ〉 後攻〈やまびこ〉

６回

※コーチ総評

　 大きな大会が終わって、初のミニ大会！１回戦、２回戦とファイターズ打線を爆発させ、

順当に準決勝に進出。

　相手がどんなチームかわからない中、初回１点先制後の裏に、こちらのミスで同点に追い

つかれてしまいました。しかし、これまで、読売大会やライオンズ大会でいいゲームをして

成長したファイターズは、すぐに追加点を取り、決してあわてませんでした。

　スコアを見てみれば毎回安打！みんなで打って、３番、４番、５番が打点を決め、エース

蒼太の好投も加わって、 決勝進出決勝進出決勝進出決勝進出をををを決決決決めましためましためましためました。。。。おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！

　５回裏の守備では、相手に２点目を入れられた後 、、、、レフレフレフレフ

トトトト前前前前のライナーのライナーのライナーのライナー線線線線のののの長打長打長打長打となるとなるとなるとなる当当当当たりたりたりたり、、、、雄大雄大雄大雄大がががが突突突突っっっっ込込込込んでんでんでんで

ダイビングキャッチのファインプレーダイビングキャッチのファインプレーダイビングキャッチのファインプレーダイビングキャッチのファインプレー！！！！ ！失敗を恐れず、

思い切ったプレーがみんなに元気を与え、相手の勢いも封

じました。やはり、ベンチもみんなで大きい声を出し、ノ

リノリで打ちまくり、思い切ったプレーも出て勝ったゲー

ムは、面白かったですね！この勢いで残りの大会も頑張ろ

う！

　がんばれ宮内ファイターズ！　By．F.S

１番龍志中前ヒット、２番航大左前ヒットと前回に続いて一・二塁のチャ

ンスを作るも３番蒼太右飛、４番敬斗三ゴロ、５番春樹左飛とクリーンアッ

プが凡退して追加点が取れない。

４番投ゴロ、５番四球でランナーを

出すも、６番、７番連続三振（この

試合１２個目）でゲームセット。

４回

５回

９番隼平二飛、１番龍志投飛、２番航大中前ヒット、３番蒼太四球、ＰＢ

で二・三塁となるも４番敬斗中飛で無得点。

５番春樹、６番知哉連続中前ヒットで一・二塁のチャンスも、７番雄大捕

飛、８番格平、９番隼平連続三振で無得点。

８月１１日（日）吉水運動広場①８月１１日（日）吉水運動広場①８月１１日（日）吉水運動広場①８月１１日（日）吉水運動広場①

【１回表】１番龍志一邪飛、２番航大三振、３番蒼太、４

番敬斗連続死球の一・二塁から５番春樹右前ヒットで１

点先制。春樹二盗でチャンスを広げるも６番知哉投ゴロ

で２者残塁。

投手～○蒼太（１４勝８敗） 33勝14敗1分33勝14敗1分33勝14敗1分33勝14敗1分
【１回裏】１番四球、盗塁、２番三振、３番四球の一・二

塁からＰＢで二塁ランナー一挙ホームまで走られ同点。

４番、５番連続三振。

６番投ゴロ、７番、８番連続三

振で三者凡退。

６番知哉中前ヒット、７番雄大遊ライナー、８番格平投ゴロ（知哉二進後、三

盗）、９番隼平の３球目ＷＰで知哉ホームを狙うもタッチアウト。

３回

９番三振、１番遊ゴロ、２番三

振で三者凡退。

７番雄大四球、８番格平三振、９番隼平右前へ今大会初ヒット、盗塁、の二・

三塁から１番龍志捕飛で２アウト。２番航大四球で満塁。ここで３番蒼太左前

タイムリーヒットで２点追加。４番敬斗も中超二塁打でさらに１点追加。５番

春樹左飛もこの回３点取って優位に立った。

２回

☆二塁打～敬斗

７番死球、８番三ゴロ、９番右前

ヒット、１番二塁打で１失点。なお

も１アウト二・三塁も２番三振、３番

左飛で後続を断った。

３番四球、４番三振、５番投ゴロ、

６番三振でランナーを出すも無失

点。

蒼太１２Kでのピッチングよく繋いだバッティングが出来、決勝進出。

エース蒼太

１２奪三振

で決勝進出

決定！

決勝進出決定！武士俣ｺｰﾁが出迎

え

４１



決勝戦

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

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

４９試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 5 1 0 1 0 0 2 9

赤城ＢＣ 0 1 0 1 0 0 0 2

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

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

先攻〈宮内Ｆｓ〉 後攻〈赤城ＢＣ〉

※コーチ総評

　 優勝優勝優勝優勝おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！！！！！ついについについについに！！！！宮内宮内宮内宮内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子供達子供達子供達子供達がやってくれましたがやってくれましたがやってくれましたがやってくれました！！！！

　カップ戦とはいえ、ひとつの結果、栄冠を残すことができました。猛暑の中、グランドで

は顔に大粒の汗をにじませプレーをし、ベンチでは声をからしながら大きな声で応援し、こ

れぞ全員野球！宮内ファイターズの子供達全員がヒーローになった試合だと思います。

　読売大会、ライオンズ大会で強敵と対戦していくなかで、１試合づつ大きな経験をしてい

き、そして栃尾ＪＣ旗での優勝！と日々、成長する子供達に感動をもらいました。また、子

供達にとっては結果を残すことで大きな自信となったはずです。これからもカップ戦は続い

ていきます。他のチームの見る目も変わってきます。ひとつの優勝で満足することなく気を

引き締めて、残りのカップ戦を全部優勝できるように頑張っていきましょう。

By．Ｗ.Ｓ

２番航大中飛、３番蒼太四球、二盗、三盗、４番敬

斗四球、盗塁の二・三塁から５番春樹左前２点タイ

ムリーヒットで貴重な追加点。６番知哉投ゴロ、７番

雄大捕飛。

５番春樹三振、６番知哉三ゴロ、７番雄大左飛で三

者凡退。

５回

１番三ゴロ、２番三振、３番ヒット、４番四球も５番三

振で無失点。

８番格平三ゴロ、９番隼平右ゴロ、１番龍

志三ゴロでまたまた三者凡退。

６回

ここで４人目蒼太が登板。いきなり６番、７番連続三振スタート、

８番三ゴロ失も、９番遊ゴロで無失点。

７回

２点追加して７点差で迎えた最終回は蒼太のワン

マンショー。１番３球三振、２番４球三振、３番５球三

振と三者連続三振で締めくくって『優勝だー』

６番知哉三ゴロ、７番雄大中超で三

塁を回ってホームを狙うも中継の球

が還ってきてタッチアト（記録は三塁

打）。８番格平投飛。

３回

この回から春樹に交代。いきなり９番に長打も二塁を回ったところで

８隼平－６蒼太－２敬斗－５龍志と転送されてタッチアウト。１番中

前ヒットも敬斗の一塁けん制でアウト。２番四球、盗塁から３番左前

ヒット、二塁ランナーホームを狙うも今度は７雄大－６蒼太－２敬斗

と転送されてタッチアウト。（ヒット３本も無失点）

９番隼平四球、１番龍志二ゴロ失、盗塁、２番航大

遊ゴロ（龍志三進）、３番蒼太投ゴロ内野安打の間

に龍志還り１点追加。４番敬斗中飛。

４回

この回からは敬斗が登板。４番一邪飛、５番一飛の

２アウトから６番四球、７番、８番連続ヒットで１失点。

９番にも中前ヒットも隼平判断よく二塁に送球して

チェンジ、。

【１回裏】先発龍志。１番遊ゴロ、２番二ゴロ、３番三ゴ

ロと好スタート。

【２回表】１番龍志四球、盗塁、２番航大三振、３
番蒼太中超二塁打で１点追加。４番敬斗中飛、５番
春樹三ゴロ。

投手～○龍志（８勝３敗）<2回>、春樹<1回>、敬斗<2回>、蒼太<2回>

34勝14敗1分34勝14敗1分34勝14敗1分34勝14敗1分
【２回裏】４番ヒット、二盗、三盗、５番一飛、６番

三振、７番中前ヒットで１失点。８番捕飛。
☆三塁打～雄大　☆二塁打～雄大、格平、蒼太

８月１１日（日）吉水運動広場②８月１１日（日）吉水運動広場②８月１１日（日）吉水運動広場②８月１１日（日）吉水運動広場②
【１回表】１番龍志左前ヒット、盗塁、２番航大、３番蒼

太連続四球の満塁から４番敬斗左前タイムリーヒット

で２点先制。５番春樹、６番知哉連続二飛で２アウトと

なったが、７番雄大左超二塁打で２点追加。８番格平

も左超二塁打でこの回５点目。９番隼平三振。

ピッチャー全員でのリレー締めはエースで初優勝。

４２



※監督総評

　 やったねやったねやったねやったね、、、、優勝優勝優勝優勝おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう。。。。

　君達の力が勝ち取った優勝です、百点満点の全員野球です。日々の努力、積み重ねた練習

の結果が生み出した優勝です、日々練習をサポートしてもらっている武士俣コーチも一番嬉

しかったと思います。

　 子供逹子供逹子供逹子供逹はははは感謝感謝感謝感謝のののの気持気持気持気持ちだけはちだけはちだけはちだけは忘忘忘忘れないでれないでれないでれないで下下下下さいさいさいさい。。。。 子供はどこかで化ける、成長性、可能

性を信じて期待して来た事が、この大会で一気に開花し子供逹の持っている大きな力が集結

して、勝ち取った優勝です。監督もコーチもそして保護者もサポートしているだけ君達一人

一人が戦って全員が一つになって挑んだ結果が優勝です、自信を持ってこれから先も戦い続

けて下さい。この栃尾ＪＣ旗での闘う気持ちがあれば結果はついて来ます。

　酒井コーチ、佐藤コーチもベンチにいる子供逹を盛り上げて全てが一つになった勝利だっ

たと思います。 私達私達私達私達はあくまでもサポーターはあくまでもサポーターはあくまでもサポーターはあくまでもサポーター、、、、主役主役主役主役はははは君達君達君達君達ですですですです、、、、自信自信自信自信をををを持持持持ってってってって、、、、少年野球少年野球少年野球少年野球

のののの楽楽楽楽しさをしさをしさをしさを精一杯味精一杯味精一杯味精一杯味わいわいわいわい尽尽尽尽くしてくしてくしてくして下下下下さいさいさいさい。。。。

　今回は優勝トロフィーでした。次回、ぜひ優勝カップで美味しい酒を呑ませて下さい。

チームとしてチームとしてチームとしてチームとして強強強強くくくく勝勝勝勝ちちちち進進進進んでんでんでんで行行行行くくくく上上上上でででで忘忘忘忘れてれてれてれて欲欲欲欲しくないのはしくないのはしくないのはしくないのは 『『『『感謝感謝感謝感謝とととと礼儀礼儀礼儀礼儀』』』』

　　　　 決勝戦で見せた力強いプレーが今日からの始まりです。次の大会ではより進化し強く

なった宮内FSを期待しています。君達の優勝に参加出来た事嬉しく思います。次の大会に

向けて一緒に頑張って行きましょう。

　最後に声をからして応援ご協力頂いた保護者の方本当にありがとうございました。

ｂｙ．Ｋ.Ａ

※応援メッセージ第９弾

　 優勝おめでとう！

　読売大会から１戦ごとに、君達が自信に満ちた表情、プレーに変化していくのを近くで見

て、お母さん達はたのもしく思っていました。

　ライオンズで悔しい涙を流した分、優勝の喜びは倍増だったよね。

　日々、努力をしているファイターズの仲間達に、野球の神様はしっかりとほほ笑んでくれ

ました。

　残りのミニ大会、お母さん達も全力で応援するから、君達も全力で戦ってください。

　大好きなファイターズで、今しかできない思い出をたくさん作りましょう！

　かんばれ！宮内ファイターズ！！　皆のサポーター　ｂｙ．Ｋ大の母

☆編集後記☆

　優勝優勝優勝優勝おめでとうおめでとうおめでとうおめでとう！！！！

　まずは五十嵐コーチに感謝。栃尾Ｊｃ関係者に大会出場を盛んにアタックしていただきました。

　そして、平日練習を一番長い時間見てくれる武士俣コーチに感謝。今の君たちがこうやって毎日野

球ができるのは、こういった人たちのおかげ。そして、試合の応援や、送迎、審判、お茶出しなど大勢

の人たちのおかげで野球ができることに改めて感謝の気持ちを持ってください。

　その関係者すべてが臨んだ優勝を勝ち取ってくれた君たちに、そして君たちから素晴らしい感動を

もらった関係者全員から、君たちに感謝の気持ちを贈ります。『感動をありがとう！』

　私は仕事で、その感動の場面に立ち会えなかったけど、ようやく間に合ったバッティング投手で、少

しは力になれたかなと思っています。

　まずは一冠、一つの目標を達成しましたが、次に開催される米百俵杯は、大会優勝や県大会出場

など上位入賞したチームが結集する県大会並みの大会です。今の成績に満足することなく、米百俵

杯で良い結果が出せるようさらに努力して頑張っていきましょう。

　そしてもうひとつお願いです。『優勝チームにふさわしい行動、あいさつ、大きな返事』を

改めて徹底してください。他のチームの模範となることを期待しています。　by．Ｒ.Ｋ

４３



優勝おめでとう！　Ｈ25.8.11　吉水運動広場

先発龍志

２試合２勝

5ｲﾆﾝｸﾞ,１失点

２番手春樹

１試合１ｲﾆﾝｸﾞ,無失点

３番手敬斗

１試合2ｲﾆﾝｸﾞ,1失点

締めはエース蒼太

３試合２勝

14ｲﾆﾝｸﾞ,3失点,23奪三振

優勝目指して頑張るぞー

ヤッター！　優勝だ！

優勝の瞬間をいち早く選手とﾊｲﾀｯﾁ

スコアラーの特権です

優勝旗を手にして優勝を実感

４４


