
　秋葉杯で始めて経験したサヨナラ負けで一歩成長したＦｓナイン。

　１回戦コールド勝してきた小出青空との初戦は、１点を争う攻防となり４回に先制される。

　６回に同点に追いつき最終回で突き放して勝利すると優勝したかのような喜び方。まさに決勝戦

の雰囲気でした。

　これで一気に調子に乗ったＦｓは準決勝中之島・寺泊と強豪同士がタッグしたドリームチームにも

エース蒼太が３安打１四球と好投して圧勝。（今大会２勝）

　決勝戦では、先発龍志がブルペン練習時より試合で球が走らず、８安打されるも要所で踏ん張り

各回最少失点に抑え、見事優勝投手になりました。

　今大会はナインそれぞれが、自分の役割を発揮し、勝利に貢献し、スローガンにかかげた

『全員野球』『全員野球』『全員野球』『全員野球』で勝ち取った『優勝』『優勝』『優勝』『優勝』だと思います。『おめでとう！』『おめでとう！』『おめでとう！』『おめでとう！』

　１５年続いた大会も今年で最後とあって優勝チームに『ドリームカップ』が永年贈呈されました。

　思い起こせばこの大会は第１回大会で優勝、以来毎回参加で１５回（中止２回）のうち８回も

決勝戦に進出したのは宮内ファイターズだけ、過去の栄光に拍手です。

　今大会も、保護者各位の審判、応援、送迎等に感謝しＦｓ通信をお届けします。

　

優勝おめでとう！　３年ぶり４回目

第１５回片貝ドリームカップ『ファイナル』野球大会　結果

詳細はFs通信第１3号参照

優勝

おめでと

う！

『ファイナル』優勝おめでとう！　　Ｈ25.10.6　片貝野球場にて
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２回戦

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

（安打） （１） （１） （０） （０） （２） （１） （３） 【８】【８】【８】【８】

６０試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 0 0 0 0 0 1 2 3

小出青空 0 0 0 1 0 0 0 1

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

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

先攻〈宮内Ｆｓ〉 後攻〈小出青空〉

７回

７番三ゴロ（９個目）、８

番二ゴロ、９番三振で

三者凡退で苦しい試

合を勝利した。

※コーチ総評

　 初戦突破おめでとう！！ファイターズとしては相性の良い大会でいいスタートができま

した。　初戦は１回戦コールド勝ちをして勢いに乗っている小出青空との対戦。試合前半よ

りランナーは出るがチャンスを物にできず、得点するこができません。決死！？のホームス

チールもタッチアウトなど、確実に１点を取りにいけず得点できない、いつものパターン。

　しかし、ピッチャーはエラーや四死球などランナーは出しますが、粘りの投球で追加点を

与えません。このまま終わりかと思えた終盤に相手のミスに付け込み同点！逆転！そしてダ

メ押し点！ナイスゲーム！と言ってもいいとは思いますが、打てない時の点の取り方や相手

に無駄な失点を与えない強い守り。

　悪い流れから相手のミスにつけこみ逆転したことには選手達の力はついてきていると思い

ます。しかし、 気持気持気持気持ちのちのちのちの弱弱弱弱さがプレーにさがプレーにさがプレーにさがプレーに表表表表れているれているれているれている場面場面場面場面もあるともあるともあるともあると感感感感じますじますじますじます。。。。試合前試合前試合前試合前のののの練習練習練習練習

からこれからからこれからからこれからからこれから戦戦戦戦うんだぞといううんだぞといううんだぞといううんだぞという気持気持気持気持ちをちをちをちを前面前面前面前面にににに出出出出しししし、、、、元気元気元気元気なななな声声声声でででで強強強強いいいい気持気持気持気持ちをちをちをちを持持持持ってプってプってプってプ

レーしてくださいレーしてくださいレーしてくださいレーしてください。。。。秋葉杯秋葉杯秋葉杯秋葉杯でのでのでのでの悔悔悔悔しいしいしいしい思思思思いをいをいをいを忘忘忘忘れずにれずにれずにれずに、、、、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りましょうりましょうりましょうりましょう。。。。

by．Ｗ.Ｓ

３番蒼太四球、盗塁、ＷＰで三塁へ、４番敬斗

二ゴロ、５番龍志初球スクイズが成功して蒼

太還りようやく同点に追いついた。６番春樹左

前ヒット、盗塁、７番雄大三ゴロ。

６回

４番中前ヒット、エンドイラン？がかかった投手強襲を蒼太

反応よくキャッチして飛び出した一塁へ転送して併殺。６

番遊ゴロ失も敬斗が盗塁刺殺して無失点。

３番三ゴロ失で二塁へ（初回無難にこなした春樹の

守備にほころびが）、ＰＢで三進、４番一ライナー、５

番三ゴロの当たりを春樹ホームへ投げられず１失

点。６番また三直失。すっかり自信を失いかけたとこ

ろへ７番も三ゴロ。これは無難にこなしてチェンジ。

８番右飛、９番死球、１番投ゴロ、２番左前ヒットで

一・二塁も、３番右飛で無失点。

３番蒼太四球、盗塁。４番敬斗遊ゴロ、蒼太相手

ショートの誘いに引っかかりアウト。敬斗二盗のあと

けんせいに挟まれるもまたまた相手ミスで１アウト三

塁とチャスウが広がるも５番龍志三振、６番春樹四

球、７番雄大一飛で１点が遠い。

４回

８番格平中前ヒット、９番知哉右前二塁打で格平一

気にホームをつくもいい球が帰ってきてアウト。

（ノーアウトで無理する場面でなかったのだが）１番

航大二飛、２番空輝投ゴロで無得点。

８番格平遊飛、９番知哉三振、１番航大四球、

２番空輝三振で無得点。

３回

７番左前ヒットも蒼太けん制で刺して１アウト。８番三ゴロ

失で二進、９番三振、１番死球で一・二塁も２番左飛で無

失点。

５回

【２回表】５番龍志遊ゴロ内野安打、盗塁、その後

けんせいに挟まれるも相手ミスで三塁へ、６番春樹

９球粘るも三振、７番雄大三振で２アウト。８番格平

の時、龍志ホームスチールを試みるもホームタッチ

アウト。

【２回裏】４番二ゴロ失も５番投ゴロを蒼太－龍志－

航大と転送されて併殺。６番三振で三者凡退。

投手～○蒼太（１６勝１１敗） 40勝19敗1分40勝19敗1分40勝19敗1分40勝19敗1分

☆二塁打～知哉、航大、蒼太　☆ｽｸｲｽﾞ～龍志２号

【１回表】１番航大左前ヒット、２番空輝中飛、３番蒼

太二ゴロ、４番敬斗おおきな当たりも深く守っていた左

翼手のグラブに収まり無得点。１０月５日（土）片貝中学校Ｇ　①１０月５日（土）片貝中学校Ｇ　①１０月５日（土）片貝中学校Ｇ　①１０月５日（土）片貝中学校Ｇ　①

【１回裏】１番、２番、３番連続三ゴロを春樹が無難に

処理して三者凡退。

８番格平右前ヒット、９番知哉二ゴロ、１番航大左翼線を抜くＨＲ性のヒットも外野

ラインを超えてエンタイトル二塁打で二・三塁と絶好のチャンス。２番空輝の２球

目スクイズを外されも捕手から三塁悪送球となって格平還り１点リード。空輝一飛

の２アウトから３番蒼太が自らの勝利投手を決定づける左中間タイムリー二塁打

で１点追加、４番敬斗投飛。

ワンチャンスで追いつき追加点、苦しい展開だけに、良い勝ち方をしました。

５７



準決勝

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

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

６１試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

中之島・寺泊 0 0 0 0 0 1 0 1

宮内ＦＳ 0 2 0 1 1 0 × 4

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

（四死球） （０） （０） （０） （０） （０） （０） ００００

先攻〈中之島・寺泊〉 後攻〈宮内Ｆｓ〉

※コーチ総評

　 準決勝の相手、中之島・寺泊ドリームは６年生のみのドリームチームで強敵です。

　さらに、寺泊は読売大会、中之島は栃尾秋葉杯で、宮内ファイターズに敗れているため、

リベンジの意識は相当あったのではないかと思います。

　この試合は、好投手相手に４点を挙げた打線、エースのピッチングもさることながら、

特特特特にににに外野陣外野陣外野陣外野陣のののの動動動動きがすばらしくきがすばらしくきがすばらしくきがすばらしく、、、、チームもエラーチームもエラーチームもエラーチームもエラー００００とととと今今今今までにないまでにないまでにないまでにない守備力守備力守備力守備力をををを見見見見せてくれませてくれませてくれませてくれま

したしたしたした。。。。 ベンチの応援も非常に良かったです。

　この時期は、６年生の大きな大会が終わっていて、各チーム世代交代しており、６年生だ

けではミニ大会に出場できないチームが、ドリームチームを結成して大会に参加してきます

が、 宮内宮内宮内宮内ファイターズはファイターズはファイターズはファイターズは、、、、伝統伝統伝統伝統としてとしてとしてとして、、、、常常常常にににに喜怒哀楽喜怒哀楽喜怒哀楽喜怒哀楽をををを共共共共にしたひとつのチームでにしたひとつのチームでにしたひとつのチームでにしたひとつのチームで、、、、ミニミニミニミニ

大会大会大会大会にににに臨臨臨臨んでいますんでいますんでいますんでいます。。。。

　一人ひとりの能力を単純に足せば、ドリームチームの方が強いのかもしれませんが、今日

の結果が、 野球野球野球野球はははは選手選手選手選手のののの能力能力能力能力だけではなくだけではなくだけではなくだけではなく、、、、チームチームチームチーム力力力力だということをだということをだということをだということを証明証明証明証明してくれたのでしてくれたのでしてくれたのでしてくれたので

はないでしょうかはないでしょうかはないでしょうかはないでしょうか。。。。

　 今日今日今日今日のののの試合試合試合試合こそがまさにこそがまさにこそがまさにこそがまさに全員野球全員野球全員野球全員野球、、、、選手選手選手選手、、、、ベンチベンチベンチベンチ、、、、応援席応援席応援席応援席がががが一体一体一体一体となってとなってとなってとなって試合試合試合試合をしていをしていをしていをしてい

ましたましたましたました。。。。このこのこのこの全員野球全員野球全員野球全員野球をををを続続続続けることができればけることができればけることができればけることができれば常勝常勝常勝常勝ですですですです。。。。残残残残りのりのりのりの試合試合試合試合はすべてはすべてはすべてはすべて勝勝勝勝つぞつぞつぞつぞ！！！！

by．Ｔ.S

６回

４番三ゴロ（今日も６個目）、５番投飛、６番三振で三者凡退。

決勝進出とともにメダルゲットが決定しました。

７回

３番蒼太中飛、４番敬斗遊飛、５番

龍志二ゴロ内野安打も盗塁死。

９番三ゴロ、１番中飛と簡単に２アウトを取るも２番２球目蒼太抜いた球を

右超えに運ばれＨＲで１失点。３番三ゴロ。

２番遊飛、３番左飛、４番三ゴロで三

者凡退。

４回

３番蒼太左前ヒット、４番敬斗遊ゴロ（蒼太二封）、二盗、三盗で１ア

ウト三塁、５番龍志三振で２アウトも、６番春樹中前タイムリーヒット

で貴重な追加点。７番雄大二ライナー。

５番遊ゴロ、６番遊ゴロ内野安打、７番二飛、８

番遊ゴロ内野安打の一・二塁となるも三盗を

敬斗が刺して無失点。

５回

８番格平二ゴロ内野安打、盗塁、９番知哉中前タイム

リーヒットでこれまた貴重な追加点。１番航大三振、２番

空輝遊ゴロ併殺打。

【１回裏】１番航大一邪飛、２番空輝遊ゴロ、３番蒼太

三邪飛で無得点。

エースが投げてクリーンアップが打つ、外野も守って、価値ある勝利です。

８番三振、９番三ゴロ（今日の春樹の守備大

丈そうだ）、１番三邪飛で無失点。

３回

９番知哉投ゴロ、１番航大中飛、２番空輝遊ゴロで三者凡

退。

１０月６日（日）片貝野球場　①１０月６日（日）片貝野球場　①１０月６日（日）片貝野球場　①１０月６日（日）片貝野球場　①
【１回表】１番、２番、３番三者連続三振と先発蒼太絶

好調スアート。

【２回表】４番死球、盗塁、５番三振、６番中飛、７番左

飛で無失点。

【２回裏】４番敬斗初球をたたいて左中間三塁打、５

番龍志２球目を左中間に運び先制の２ランＨＲ。好球

必打の積極打法で３球で２点先制。６番春樹も２球目

を打って三ゴロ、７番雄大も初球打ちで二ゴロ。一転３

球で２アウト。８番格平は５球投げさせて三振。

投手～○蒼太（１７勝１１敗） 41勝19敗1分41勝19敗1分41勝19敗1分41勝19敗1分

☆ＨＲ～龍志７号　☆三塁打～敬斗
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決勝

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

（安打） （１） （１） （０） （１） （０） （３） （４） 【10】【10】【10】【10】

６２試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 1 1 0 0 0 3 1 6

大野ﾔﾝｷｰｽ 0 0 1 0 0 1 1 3

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

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

先攻〈宮内Ｆｓ〉 後攻〈大野〉

６回

５番一ゴロ失、盗塁、６番三ゴ

ロ、７番三振、８番右前ヒットで１

失点。９番捕邪飛。

２番空輝遊ゴロ、３番蒼太左前ヒット、ＷＰで一挙三塁へ、４番敬と四

球、盗塁で無死二・三塁。５番龍志投ゴロ、６番春樹中前２点タイムリー

ヒットで貴重な追加点。７番雄大が左超外野ネットまで届く当たりで２本

目のＨＲかと思ったが、ホームでタッチアウト（記録三塁打）。

８番格平三ゴロ内野安打、９番知哉三振、１番

航大左飛、２番空輝三塁ゴロ内野安打、３番

蒼太遊ゴロ内野安打で格平好走塁で一気に

還り１点追加。４番敬斗の中前ヒットで空輝二

塁からホームをつくもタッチアウト。

７回

最終回１番から始まる打線で二ゴロ失、２番中飛で飛び

出したランナーを刺そうと一塁送球も悪送球となって一挙

三塁へ。３番三振、４番中前ヒットで１失点。５番遊ゴロで

試合終了。優勝決定の瞬間でした。

４番敬斗遊ゴロ、５番龍志左中間二塁打、６番

春樹投飛、７番雄大一ゴロ。

４回

６番遊ゴロ内野安打、盗塁、７番送りバントで１死三塁。８

番一飛、９番三ゴロで無失点。

投手交代。

８番格平遊ゴロ、９番知哉三振、１番

航大投飛で三者凡退。

５回

１番中前ヒット、盗塁の球がそれて一気に三塁へ。２番遊ゴロ、３番

の時スクイズも『龍志が三塁ランナーの走りが見えた』機転を利か

してはずし、三走を挟狭プレーでアウト。（昨日の守備練習が活き

た）その３番にはヒットを打たれたが４番中飛で無失点。

☆ＨＲ～雄大４号　☆三塁打～雄大　☆二塁打～龍志

【２回裏】４番中飛、５番右前ヒット、盗塁、６番遊ゴロ、

７番投ゴロで無失点。

１番から始まる２順目も航大左ライナー、２番

空輝中ライナーともにいい当たりも正面をつい

て２アウト。３番蒼太投飛で三者凡退。

３回

８番中飛、９番二飛失、１番左前ヒット、２番遊ゴロ内野安

打で無死満塁。３番二ゴロで本封。４番死球で１失点。５

番三振でなんとか１失点で食い止めた。

【１回裏】１番三ゴロ失、盗塁、２番遊ゴロ、三進してう

ちと同じような攻撃。３番中飛を空輝－蒼太－敬斗と

送球されてホームアウトで無失点。

【２回表】６番春樹三ゴロ、７番雄大右中間を抜く強

い打球がＨＲとなって１点追加。８番格平遊ライナー、

９番知哉三振。

投手～○龍志（１１勝２敗） 42勝19敗1分42勝19敗1分42勝19敗1分42勝19敗1分

１０月６日（日）片貝野球場　②１０月６日（日）片貝野球場　②１０月６日（日）片貝野球場　②１０月６日（日）片貝野球場　②

【１回表】１番航大四球、盗塁、２番空輝遊ゴロ（航大

三進）、３番蒼太右飛、４番敬斗右前タイムリーヒット

で１点先制、盗塁、５番龍志遊ゴロ。

全員が自分のやるべき事がやれて、皆で勝ち取ったファイナル、優勝です。

2回にＨＲの雄大、3打席目ﾚﾌﾄｵｰﾊﾞｰも

ホームでタッチアウト。２本目のＨＲとならず

優勝してのあいさつに、ナインの表情

もほころび、思わず『バンザイ』は

誰？
５９



※コーチ総評

　 残念ながら今大会でファイナルとなる片貝ドリームカップ。

　大会要綱で「投手の投球制限が１日７イニングまで！」と定められた。準決勝の中之島・

寺泊ドリーム戦、７回１失点で抑えたエース蒼太の登板はなく、龍志と春樹に託す試合と

なった。

　先攻逃げ切りパターンの多いファイターズは、約束どおり２回まで２点を得点するが、毎

回ランナーを確実に出塁させてくるヤンキース、 「「「「守備準備守備準備守備準備守備準備！」「！」「！」「！」「守備集中守備集中守備集中守備集中！」！」！」！」のののの声声声声がががが絶絶絶絶

えるえるえるえる事事事事がなくがなくがなくがなく、、、、ビクビクしていましたビクビクしていましたビクビクしていましたビクビクしていました。。。。

途中、監督の「あと２点は入れないと１発で逆転されるぞ！」・・・（これは、秋葉杯の準

決勝、悔しい新町戦での経験からでした！）

　６回、約束どおり打線を爆発させ３得点。雄大のホームランの当たり（２本目？）となる

はずが惜しくもホームアウト！これで龍志の強気ピッチングが増して、見事、 “片貝ドリー

ムカップファイナル”を優勝することができました！！！

念願念願念願念願だっただっただっただった「「「「監督監督監督監督のののの胴上胴上胴上胴上げげげげ」」」」とととと「「「「優勝優勝優勝優勝カップでカップでカップでカップで祝杯祝杯祝杯祝杯」」」」をあげることができをあげることができをあげることができをあげることができ、、、、さらにさらにさらにさらに優勝優勝優勝優勝

カップのカップのカップのカップの永年贈呈永年贈呈永年贈呈永年贈呈をををを見事勝見事勝見事勝見事勝ちちちち取取取取ることができることができることができることができ、、、、““““最高最高最高最高のののの勝利勝利勝利勝利””””となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

団員たちも、小出青空、中之島・寺泊ドリーム、そして大野ヤンキースと強敵相手に一球一

球、必死になって戦ってくれました。そして、いつも勝つゲームには、ベンチ団員の大きな

声があります！そして、お父さん、お母さんの温かい応援、風間団長や先輩保護者の的確な

アドバイス、そして熱い熱い武士俣コーチの声援があります。 そうですそうですそうですそうです、、、、““““みんながひとみんながひとみんながひとみんながひと

つつつつ””””になったからになったからになったからになったから勝勝勝勝てたのですてたのですてたのですてたのです！！！！このこのこのこの喜喜喜喜びとびとびとびと感謝感謝感謝感謝をををを絶対絶対絶対絶対にににに忘忘忘忘れずれずれずれず、、、、最後最後最後最後のののの「「「「ファイターズファイターズファイターズファイターズ

カップカップカップカップ」」」」もももも一致団結一致団結一致団結一致団結！！！！““““全員野球全員野球全員野球全員野球でがんばるぞでがんばるぞでがんばるぞでがんばるぞ！！！！行行行行くぞくぞくぞくぞ宮内宮内宮内宮内ファイターズファイターズファイターズファイターズ！　！　！　！　 by F.S

歓喜の胴上げ！一年の苦労が報われました

胴上げ投手の龍志　３失点完投 ヤッター優勝だー　我先にベンチから飛び出した

６０


