
　『全国大会出場』の目標の最初の戦いが始まりました。

　初戦不戦勝の２回戦からスタートとなった信江戦。常に劣勢

で進んだ試合は、急展開でＦｓ有利に動き始めて、最終回２ア

ウトから同点になった時は完全にＦｓペースとなり、延長戦で

初めてリードした４点を守り切って勝利。

　この勢いで臨みたかった３回戦の日越戦。病み上がりの状態

で惨敗での敗戦。　

勝負もさることながら、体調管理を思い知らされた一戦となりま

した。

　審判、応援にかけつけた保護者に感謝し、大会結果をお知ら

せします。

第３３回高円宮賜杯全日本学童軟式野球大会　結果

日越ブルースカイ様　優勝おめでとうございます！

詳細はFs通信２号参照

今年もＯＢ父母会から『祈優勝』の差入れ ６年生は気合を入れて丸刈りで臨みました

総合開会式（授業参観の学校があってか少し少ない参加でした）
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２回戦

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

（安打） （２） （０） （０） （０） （１） （０） （３） （４） 【10】【10】【10】【10】

１６試合目 1 2 3 4 5 6 7 8 計

宮内ＦＳ 0 0 0 0 0 0 2 4 6

信江 0 0 1 0 0 1 0 0 2

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

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

先攻〈宮内Ｆｓ〉 後攻〈信江〉

７回

押され気味だった試合も完全に流れが代わり、１番航大の飛球をセンター、セカンド

が交錯して落球。けん制に逆を突かれた航大は迷わず二塁へ向かい相手の失策をも

らって二塁セーフ。２番空輝の送りバントは、捕手の処理が遅れて一塁セーフ。３番

蒼太死球で無死満塁の絶好の場面でＦｓの第１７代４番敬斗が見せてくれまし

た。初球を左中間２点タイムリー、５番龍志も中前２点タイムリーで続き押せ押せ

ムード（二塁を伺ってアウト）。５番春樹も乗り遅れてはならないと三ゴロ内野安打で

続く。７番格平三ゴロで２アウトも８番雄大に期待がかかる。しかし、二度あることは三度

といかず三振。この回４点取ってこの試合初めてのリード。

８回

※コーチ総評

　 初戦勝利おめでとう！練習試合では感じられない緊張感（きんちょうかん）の中で見事

に逆転勝ちすることができました。１週間前までは「声を出せ！返事が小さい！」と言われ

つづけていた子供達が全員の力で勝ち取った勝利だと思います。スローガンにもかかげてい

た“全員野球”を実感することがでたのではないでしょうか。試合にでていた選手だけでな

く、ベンチの控え選手も大きな声を出し、応援してくれていました。また、応援に来ていた

だいた多くの保護者OBの方々や、お父さん、お母さんに感謝して、試合に勝つことの喜び

を忘れないでほしいと思います。目標とする“全国大会出場”までは１試合終わっただけで

す。今回の試合のように“全員野球”を続けていくことができれば必ず、結果はついてくる

と思います。まずは、長岡市内優勝へ向けて“全員野球”で頑張りましょう。　ｂｙ.Ｗ.Ｓ

５番三振、６番中前ヒットも敬斗の機敏な反応で一塁けん制で刺殺

で２アウト。これで安心したわけではないだろうが、７番、８番連続四

球、９番に右前に運ばれ１失点。回も終盤、２アウト取ったあとだけ

に痛い失点となった。

この試合初めてリー

ドを守る形となった

が、４点のリードで蒼

太も息を吹き返し、５

番投ゴロ、６番遊ゴ

ロ、７番投ゴロと三者

凡退に抑え初戦突

破となりました。

２番遊ゴロ内野安

打、３番二ゴロ、４

番遊ライナーに二

塁ランナー飛び出

しダブルプレーで

延長戦へ。

５番投ゴロ、６番左前ヒット、７番遊ゴロ内野安打、ダブルスチールで

二・三塁も８番三振、９番遊ゴロとここも蒼太が踏ん張り無失点。

１番四球、２番投飛にエンドランがかかっていたかラ

ンナー飛び出しダブルプレー。３番右超二塁打も４

番投ゴロで無失点。

１番からの好打順も航大遊ライナー、

２番空輝中飛、３番蒼太中飛と５回連

続三者凡退。

６回

☆二塁打～敬斗２本、雄大２本

通算１３勝３敗通算１３勝３敗通算１３勝３敗通算１３勝３敗

雄大に救われた勝利、おかげでやっと打撃のつながりが出来た。

４月２０日（土）ｽﾎﾟｰﾂ広場①ｺｰﾄ４月２０日（土）ｽﾎﾟｰﾂ広場①ｺｰﾄ４月２０日（土）ｽﾎﾟｰﾂ広場①ｺｰﾄ４月２０日（土）ｽﾎﾟｰﾂ広場①ｺｰﾄ

【１回表】１番航大投飛、２番空輝中

前ヒット、けん制悪送球で二塁へ。３

番蒼太四球、４番敬斗左前ヒットで

つなぎ満塁のチャンスも５番龍志捕

飛、６番春樹遊ライナーで倒れ絶好

の先制機で無得点。

【１回裏】１番二ゴロ、２番遊ゴロ、３番

二飛で三者凡退。

【２回表】７番格平二飛、８番雄大

三ゴロ、９番知哉三振で三者凡退。

３回

４番敬斗一飛、５番龍志追い込まれ

てから８球ファールで粘るも投飛、６

番春樹投飛と結局三者凡退。

４回

７番格平投ゴロ、８番雄大レフト超二塁打もけん制

アウト。９番知哉三振で結局この回も三者凡退。

重かった１点が２点差に広がって迎えた最終回。４番敬斗が意地を見せて左翼線二

塁打、５番龍志も左前ヒットでつなぎ同点のランナーが出る。（この後ダブルスチール

で二・三塁）６番春樹にスクイズのサインも見逃し、敬斗あわてて帰塁。結局春樹三

振。７番格平浅い左飛でランナー還れず２アウト。一進一退で見守る８番雄大の初

球。高目を強振した打球はレフト上段を超えてタイムリー同点二塁打。（振ったところ

に球が来た！）９番知哉投ゴロで同点止まり。

５回

８番先頭打者に右中間二塁打、９番投飛、１番中前ヒットで二・三

塁。２番の時一塁ランナー盗塁。敬斗二塁送球も球が浮いてしまい

三走還り１失点。２番バントヒットでまた一・三塁となるも３番投飛、４

番三ゴロと、ここは蒼太が踏ん張り追加点は与えなかった。

【２回裏】４番三ゴロ、５番失策、６

番左飛、７番ライト線ギリギリの当た

りを知哉ナイスキャッチで無失点。

投手～○蒼太（５勝３敗）

１番航大投ゴロ、２番空輝一ゴロ、３

番蒼太捕飛でまたまた三者凡退。

1３



３回戦

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

（安打） （０） （０） （０） （２） （４） 【６】【６】【６】【６】

１７試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

日越ﾌﾞﾙｰｽｶｲ 0 0 0 3 4 7

宮内ＦＳ 0 0 0 0 0 0

（安打） （０） （０） （０） （０） （０） ００００

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

先攻〈日越〉 後攻〈宮内Ｆｓ〉

９番三振、1番四球、盗塁も２番、３番連続遊

飛で無失点。

【２回表】５番一飛、６番三ゴロ、７番三ゴロ失、８

番三振で無失点。

投手～●蒼太（５勝４敗）<4回2/3>、春樹<1/3>
【２回裏】５龍志右飛、６番春樹二ゴロ失、盗塁も

けんせいアウト。７番格平中飛で結局三者凡退。

２番空輝四球で反撃開始というところがけんせいアウト。３

番蒼太左飛、４番敬斗遊飛でまたまた三者凡退。

８番雄大三ゴロ、９番知哉三ゴロ。１番航大三飛と三者凡

退。

４番三ゴロ失、５番死球、６番左前ヒットの満塁

から７番三ゴロの間に２者還る。さらに８番中

前ヒットで１失点も打者走者を二塁タッチアウ

ト。９番投ゴロ失、１番投飛もこの回３失点。

４回

※コーチ総評

　 全軟初戦となった２回戦を土壇場で逆転勝ちし、その勢いのまま臨みたかった３回戦。

　思わぬ敵（風邪）とも戦うことになりました。

　序盤、ランナーを出しながらも０で抑え、先制点を狙っていましたが、逆に先制せれ、さ

らに追加点を取られ、良い所なく、不完全燃焼で敗退してしまったという感じです。

　野球の試合には流れがあり、その流れを掴み、主導権を握ることが大事だと思います。

　この試合も、頑張って０で抑えていたのだから、先制点を取って主導権を握りたかった。

　先制された後も、何とか１点でも取って流れを変えたかった。

　流れを掴む、流れを変える場面は、いくつかありましたが、一度も流れを掴むことが出来

ませんでした。

　選手にはまだ少し難しいことかもしれませんが、良いプレーがあったら盛り上がって流れ

を掴む、悪いプレーがあっても励まし合いそこで断ち切り流れを渡さないようなチームにな

れれば、目標としている全員野球に近づけると思います。

　そのためには、試合に出ている選手だけではなく、ベンチにいる選手も重要な役割を担っ

ていることを自覚してください。

まだ１つの大会が終わっただけです。

　切り換えて、明日に向かって、全員野球をしよう！　ｂｙ.Ｔ.Ｓ

３回

☆外野席から☆　　雨天順延により、今日は仕事で応援できず、Ｓさんからのメールを気にしてました。試

合の展開が動いた４回先制された！追加点！流れてくる情報は悪いことばかり。最後には敗戦の知らせが、

目を疑う結果に何ともいいようのないむなしさを一人感じてました。『準決勝には応援に行くから勝てよ！』と

いう言葉が幻となってしまいました。　bｙ．Ｒ.Ｋ

４月２９日（月祝）ｽﾎﾟｰﾂ広場①ｺｰﾄ４月２９日（月祝）ｽﾎﾟｰﾂ広場①ｺｰﾄ４月２９日（月祝）ｽﾎﾟｰﾂ広場①ｺｰﾄ４月２９日（月祝）ｽﾎﾟｰﾂ広場①ｺｰﾄ

【１回裏】１番航大三振、２番空輝右飛失、盗塁、３番

蒼太投飛、４番敬斗三振で無得点。

５番龍志三振、６番春樹三邪飛、７

番格平二ゴロと簡単に三者凡退と

なりノーヒットノーランで試合終了。

出したランナーは２失策、１四球の３

人。しかもけん制アウトで残塁は１

個だけという内容だった。

【１回表】１番三ゴロ失、２番二ゴロ、３番、４番連続

三振で無失点。

２番四球、盗塁、３番一ゴロ、４番三ゴロをホーム「野選」で１失点。５番

中超二塁打で１失点、６番中前ヒットの一・三塁から一走盗塁の間に三

走ダブルスチールをかけられさらに１失点。７番中前ヒット、８番中前ヒッ

トで１失点したところで春樹にスイッチ。９番投ゴロ失で満塁。１番三ゴロ

(ホームアウト)２番捕飛でようやくチェンジ。

５回

通算13勝４敗通算13勝４敗通算13勝４敗通算13勝４敗

１回戦勝利で波に乗れると思ったが順延。体調不良者もいて２回戦負け残念
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※監督総評

　 本年度、初戦の全軟大会、今年この大会に賭けていただけに、よもやの三回戦敗

退、ベストコンデションで迎えさせてやれなかった事に責任を感じます。

　二回戦の立ち上がり、先制されながら見事な逆転勝ち、この勢いで三回戦、四回

戦、勝ち進めると確信した戦いでした。雄大の同点打、上位打線のつながり、ク

リーンアップの逆転打、追加点、理想的な勝利への確信が持てたとき、次の日の

雨、流れが大きく動いてしまいました、夢が夢で終わってしまいました、残念で

す。

　試合が終わって涙を流しました、その涙を、悔しさを、忘れる事なく次の大会に

いかして、必ず勝てる自信を持って、試合に挑んでください、絶対優勝しましょ

う。　　　　　ｂｙ．Ｋ.Ａ

※応援メッセージ第４弾

　雄大！１回戦での二塁打２本のヒット、凄かったね。

　指導をよく聞き、練習を頑張ってきた結果、雄大は試合中にも打てるようになっ

たし、エラーも少なくなってきたものだと思います。

　あのシーンでの雄大の活躍にお母さん、涙が出ました。

　これからも団長、監督、コーチの指導をよく聞いて、１球１救を大切にしたプ

レーをしてくださいね。

　まずは健康でいる事。元気があればなんでもできる！

　みんな早く回復して、いつものファイターズプレーを見せてください。

　３回戦で負けてしまった悔しい気持ちは、次への活力につながって、前回以上の

気合で挑む事でしょうから次の試合、今から楽しみにしています。

    皆のサポーター by.Ｕ大の母
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