
５月

　全軟敗退の悔しさを晴らすべく臨んだスポーツ少年団大会。

　幹事校の地の利を活かし、いい成績を残したいところの第一試合で中之島に敗戦。

　トーナメント戦ならこれで終わりのところが、Ｈブロックはリーグ戦。

　第二試合で中之島が敗れ、宮内にも可能性が残った第三試合。

　勝率が同じ場合は、得失点差のルールからすると１位抜け出しの条件は、若木に５点差以上つけて

勝利すること。一進一退の攻防でなんとか勝利することができたが、得失点差の関係で第３位。

　残念ながら３年振り３回目の予選敗退となりました。

　朝早くから、グラウンド作り、応援、審判にご協力くださった皆様に感謝申し上げます。

　次の南部夏季大会に向けて、一致団結頑張って行きましょう。
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予選敗退

ピンチを迎えて監督自らマウンドへ

中之島戦のオーダー発表

逆転代表目指して！いざ出陣！　若木戦

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

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

１８試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

宮内ＦＳ 2 0 0 0 0 0 2

中之島 1 2 0 3 0 × 6

（安打） （２） （２） （１） （２） （０） 【７】【７】【７】【７】

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

先攻〈宮内Ｆｓ〉 後攻〈中之島〉

９番隼平投飛、１番航大一飛、２番空輝捕ゴロ

で三者凡退。

２回

４番二飛、５番二塁打、盗塁、６番四球の一・三塁から一

走盗塁の時、龍志カットに入り飛び出した三走をタッチア

ウト。７番投ゴロで無失点。

１番からの攻撃も航大三振、２番空輝三ゴロ、

３番蒼太左前ヒットでチャンスを掴みかけるも

４番敬斗初球を打って遊ゴロで無得点。

８番投ゴロ、９番四球のあと１番に２ランＨＲを打たれ痛い

２失点。ここで蒼太にスイッチも２番一ゴロ失、３番遊ゴロ

の２アウトから４番四球、５番二塁打で１失点。なおも二・

三塁も６番を三振に取った。しかしこの回３失点。

５番龍志遊ゴロ、６番春樹投ゴロ、７番格平死

球、盗塁も８番雄大三振とホームが遠くなかな

か追いつけない。

予選リーグ１試合目

☆二塁打～龍志 通算１３勝５敗通算１３勝５敗通算１３勝５敗通算１３勝５敗

【１回表】１番航大三ゴロ失、盗塁、２番空輝右飛、

３番蒼太左前タイムリーヒットで１点先制。４番敬斗

三振、５番龍志左中間タイムリー二塁打で幸先よく

２点先制。６番春樹遊ゴロ。

【１回裏】先発敬斗の立上り、１番中前ヒット、ＰＢから

２番遊ゴロ内野安打の間に１点返される。３番四球、Ｐ

Ｂの無死二・三塁から４番一飛、５番中飛、６番一ゴロ

と敬斗が踏ん張り追加点を許さなかった。

７番、８番連続三振、９番遊ゴロで三者凡退。

監督の判断ミス、ちょっとの遅れが追加点。

５月４日（土祝）宮内小Ｇ①５月４日（土祝）宮内小Ｇ①５月４日（土祝）宮内小Ｇ①５月４日（土祝）宮内小Ｇ①

６回

※コーチ総評

　 全国大会までつながるスポ少Ａ大会初戦、先攻の初回で２点を先制しめずらしく好ス

タート。このまま続いてほしいと思いましたが、さすが中之島、ピッチャー経験の少ない敬

斗が一撃ホームランをくらって逆転。失策もあり、打撃も少なく、２回以降は押されっぱな

しで初戦をおとしてしまいました。ミスした方が負けるという典型的なゲームだったと思い

ます。

　大会前日、「トーナメント戦」と「リーグ戦」の違いを団員たちに説明した。「トーナメ

ント戦」は、１回負けたら終わり、「リーグ戦」は、参加チームが同数の試合をし、得失点

差で得点が多いチームが勝つ・・・この予選会はリーグ戦。皆はあきらめてないはず！

　早く打線を爆発させてくれ！　全軟の悔しさを爆発させろ！

　監督が意気込み過ぎたのか、オーダー表に記載ミス！しかも相手チームも！両監督がペコ

リペコリの珍プレー！

　いつものファイターズ打線が戻ったら、こんな珍プレーもなかったのかなぁ・・・

“打席に入ったら、自信をもって「強気」だっ！”　“「緊張」を「集中」に変えるん

だっ！”がんばれ！宮内ファイターズ！　by．F.S

投手～●敬斗<3回1/3>（１勝１敗）、蒼太<1回2/3>

７番三振、８番投ゴロの２アウトから９番二ゴロ失、１番遊ゴロ内野安

打、２番中超二塁打で痛い２失点で逆転を許す。３番中飛。

７番格平三振、８番雄大三振、９番隼

平一ゴロで三者凡退。

最終回３番蒼太からの攻撃も左飛、４番敬斗三ゴロ、５番龍志三振とクリーン

アップで全然いいところなく三者凡退に倒れゲームセット。

４回

５回

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

（安打） （１） （３） （１） （３） （１） 【９】【９】【９】【９】

１９試合目 1 2 3 4 5 6 7 計

若木野球愛好会
0 3 0 0 0 3

宮内ＦＳ 0 1 1 2 × 4

（安打） （０） （２） （２） （４） 【８】【８】【８】【８】

（四死球） （２） （０） （０） （１） 【３】【３】【３】【３】

先攻〈若木〉 後攻〈宮内Ｆｓ〉

２回

６番春樹二飛、７番格平遊ゴロ内野安打、盗塁、８番雄

大左中間タイムリー二塁打で１点、三盗してチャンスが

広がるも９番知哉三振、１番航大一ゴロで追加点ならず。

勝利したけれども得失点の差で決勝進出、出来ず。

【１回表】先発蒼太。１番遊飛、２番中前ヒットもけん

制アウト、３番投飛で３者凡退。

予選リーグ２試合目

５月４日（土祝）宮内小Ｇ②５月４日（土祝）宮内小Ｇ②５月４日（土祝）宮内小Ｇ②５月４日（土祝）宮内小Ｇ②

【１回裏】１番航大中飛、２番空輝四球もけん制アウ

ト、３番蒼太三ゴロ失で二塁へ。４番敬斗四球、ダブル

スチールの二・三塁とチャンスを広げるも５番龍志中

飛で二者残塁。

投手～○蒼太（６勝４敗）<2回>、春樹<2/3>、蒼太<2回1/3>

☆三塁打～格平　☆二塁打～雄大、蒼太 通算14勝５敗通算14勝５敗通算14勝５敗通算14勝５敗

※コーチ総評

　 決勝トーナメント出場を賭けた若木との一戦です。結果は、4対3で勝ちましたが、3

チーム1勝1敗で並び得失点差で惜しくも決勝トーナメント出場を逃しました。非常に残念

な結果となってしまいました。若木戦のコーチコメントと少しずれてしまいますが、みんな

にとっての“全員野球”とは何でしょうか？１人の選手がミスをしても声を掛けて励ました

り、ヒットを打った選手をチームメイト全員で大きな声で称え合ったりとチーム全員で同じ

時間・同じ場所・同じ気持ちを共有した野球を目指す事が、私は全員野球の意味だと思って

います。少し難しいコメントとなりましたが、今の宮内ファイターズの選手達なら必ず“全

員野球”が出来ると信じています。大きな大会2つが終わり、あっという間に月日は過ぎて

いきます。やらないで後悔するより、思いっきり後悔のない野球をしましょう！！必ず結果

はついてきます。頑張れ選手たち！！　ｂｙ．Ｋ.Ｔ

８番三振、９番、１番連続ヒット、２番バント

ヒットで満塁とピンチを迎えたが、３番左

飛、４番三振とここも蒼太が踏ん張り無失

点。

４回

５番二飛、６番捕飛、７番三ゴロ内野安打、盗塁。８番の当たりがセン

ターへ、中間に落ちればま同点のところが、空輝が前進好捕してチェン

ジとなり試合終了。

５回

この回から春樹に交代。２番二ゴロ、３番中前

ヒット、４番、５番連続四球で満塁となったとこ

ろで蒼太に交代。６番遊ゴロ（ホームアウト）、７

番投飛に討ち取りなんとか無失点。

７番格平右超三塁打、８番雄大中前タイムリーヒットで同点。９

番知哉左前ヒットでつなぎ、１番航大捕飛、２番空輝三振の２ア

ウトから三番蒼太左前二塁打で勝越し。４番敬四球で２死満塁

も５番龍志右飛で三者残塁。

★外野席から★　最終回の若木の攻撃はハラハラドキドキしながら観戦。時間的にＦｓの裏の攻撃はなし。

このまま終われば決勝トーナメント進出は不可能。可能性は若木が１点取って同点となって５回裏にＦｓが５

点取る事。しかし５番、６番倒れ簡単に２アウト、７番がヒット、盗塁した時は思わず喜んでしまった。そして迎

えた８番の当たりはフラフラと上がるセンターフライ。これは落ちるぞ、同点だと思ったらセンター空輝が倒れ

ながらも好捕。本当はほめたいところであったが、決勝トーナメント進出が消えた瞬間でした。　bｙ．Ｒ.Ｋ

４番遊ゴロ、５番右超二塁打、６番死球、７番

中前ヒットで１失点。８番二ゴロ、９番右前ヒット

でさらに２失点。１番一邪飛でこの回３失点。

３回

２番空輝中前ヒット、３番蒼太三ゴロ（空輝二塁へ）、４番

敬斗捕飛、５番龍志中前タイムリーヒットで１点差。龍志

二盗、三盗も６番春木捕飛で追加点ならず。
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※監督総評

　スポ少が終わって正直Wショックです。

　監督として、一つの判断ミスが大きく流れを変えてしまいました。

　決勝大会に行けなかったのは私の責任です、決断力のなさが負けにつながってし

まいました、反省です。

　ファイターズがなぜ上に進めないのか、正直子供逹の気持ちの弱さが一番だと思

います、一人一人が自信を持って、自分の目先の結果にこだわらず、大きく物事を

考えてください。

　ヒットを打とうと思って当てにいったり、アウトにならない様にリードを取らな

かったり、消極的な野球じゃなく、積極的に失敗してもいいから、思いっきり自分

の能力を最大限に出し切る野球をのびのびと表現して下さい。上手下手は二の次で

す、一生懸命自分が出来る事をして下さい、一つエラーしても、打てなくても、次

のどこかでヒットが打てたら十分です、くじける事なく失敗した時こそ笑顔で野球

をして下さい。小さくなるな、のびのびと自分の楽しい野球をやって下さい、必ず

結果が出ます、残り少ない野球大会、全員で優勝を自分達の手でつかみましょう、

必ず実現出来ます。　　ｂｙ．Ｋ.Ａ

※応援メッセージ第５弾

　 残念ながら予選敗退となってしまいましたが、２試合目の若木戦では最後まで諦

めずに戦い勝つことができました。君達が頑張っている姿を見て感動しました。

　若木チームを見て感じたことがあります。監督やコーチの指示に対し大きな声で

返事をする。守備についている時に１人１人が大きな声を出し励まし合っているな

ど、常に大きな声を出し試合に臨んでいたと思いませんか？大きな声を出すことで

仲間との絆も深まり、強いチームに成長していくと思います。

　さて次は南部大会です。君達なら絶対に勝てると信じています。お母さん達も精

一杯応援します。

　ガンバレ！宮内ファイターズ！！　　　皆のサポーター　by. S太の母

１９

若木戦に勝利も予選敗退　　　応援ありがとうございました


