二十年度総会

して海神スパローズの片山

田クラブと同じく準優勝の
習志野台ワンパクズを下し

田もノーアウト満塁と攻め
たがあと一本がでず︑一矢
を報いることができなかっ
た︒

に４点︑六回にも２点追加
し勝負を決めた︒その裏塚

を先制した︒これに対し︑

た海神スパローズとの戦い
でした︒
三回までは両軍の先発投
手はほぼ完璧だったが︑打
者二順目に入った四回表︑

決勝戦が雨のため５日﹁こ

酒井健司
吉田茂

後藤好美

西船ウィングス

吉種正義

この表彰制度は昭和 年
度に始まり今年度までに延
べ四百人以上の方が表彰さ
れています︒

西海ドラゴンズ
船橋市野球協会
少年学童部

夏見パワーズ
金杉台ジュニア
シーダース
ＦＴＪ

０００２４２１ ９
０００００００ ０

小栗原も５番大島君の二塁
打︑福田君のヒットで一︑
三塁と攻め︑ワンパクズ先
発六反君のボークで一点を
返しなおもヒットが続いた

平成 年度の学童部
勤続功労者表彰が３月

井上久雄
栗林鉄浩

海
塚

どもの日﹂に行なわれまし
た︒
小 ０１０００００ １
習 ２００１０１Ｘ ４

ものの追加点ならず︒
ワンパクズは４回︑六回
にそれぞれ一点づつ追加点
を奪ったのに対し︑小栗原

の春季大会開会式に引き続
いて行われました︒この表
彰 制度 は︑ 学 童部 所属 の
コーチ︑本部役員となって

海神が内野安打︑スクイズ
等で２点を先制︑続く五回

加盟全 チームが参加し
た Ａ リー グは ︑ 小栗 原 ベ
アーズと習志野台ワンパク
ズとの東西対決になりまし

は六反︑青木両君の継投に
かわ さ れ追 加点 が 取れ ず
ゲームセット︒習志野台ワ
ンパクズは昨年に続き春季

勤続 年の方を表彰する制
度です︒ 今年は以下の方
々が表彰されました︒

学童部選手の見守る中︑
野球協会大沢会長より一人
一人の方に感謝状と記念品
が手渡され︑選手達から大
きな拍手が送られました︒

功
功労
労者
者表
表彰
彰

た︒
一回裏︑ワンパクズは二
死ランナー無しから三連打
で一点を取り︑なお小栗原

︵敬称略︶

グを含む︶約二百五十名の
子ども達の参加がありまし
た︒

高郷スターズ
高郷スターズ
法典コンドル
西船ウィングス
西船ウィングス

年
日

先発投手の乱調から二つの
死球でもう一点追加しに点

大会二連覇を飾りました︒
三位はみゆきファルコンズ
と塚田クラブでした︒
なお︑優勝した習志野台
ワンパクズは全日本学童軟

内田智明
濱口浩明
平山康生
歌津洋一
柳慎一郎
県少年野球大会︵千葉日報
杯︶へ出場することとなり
ました︒
なお︑ワンパクズは先日
行なわれた千葉県大会を勝

式野球大会千葉県大会へ︑
準優勝の小栗原ベアーズは
関東学童軟式野球大会千葉
県大会への出場が決まり︑
ベスト４の四チームは千葉

ワ
ワン
ンパ
パク
クズ
ズ二
二連
連覇
覇

春季大会

コーチを交えて︑丁寧にア

雄太君のお礼の言葉で終了
しました︒昨年から船橋よ
みうり会の協力により少年
少女交歓会の行事として開
催することになった読売野

ち抜き︑８月に水戸で開催
される全国大会に千葉県代
表として出場することが決
まりました︒

Ｂリ
リー
ーグ
グは
は
Ｂ
Ｂ
リ
ー
グ
は
十年
年ぶ
ぶり
り海
海神
神
十
十
年
ぶ
り
海
神
Ａリーグの決勝の前に行
なわれたＢリーグの決勝戦
は︑昨年度低学年大会優勝
の高郷スターズを破った塚

30 10

徴収して夏季大会からＡＥ
Ｄ２台を設置︵高瀬１台︑
豊富１台︶する案が提案さ

少年少女交歓会
ドバイス︒野手組は外野で︑
山本︑原両講師から守備の
基 本︑ キャ ッ チャ ーの ス
ローイング︑バッティング
等について教わりました︒

球教室ですが︑６年生を中
心に チーム︵リトルリー

よみうりさわやか野球教室
５月 日 に 行な われ ま し
た︒前日の準備時から空模
様が怪しく︑当日も朝から
降ったりやんだり︑結局学
童部は野球教室出席者のみ

閉校式では各講師からの
講評があり︑参加者を代表

回少年少女交歓会は

元学童部副理事長︑八木
が谷ノンコ代表の京谷才氏
がさる４月 日︑ 歳で逝
去されました︒
ご家族の方から﹁葬儀の
の参加となりました︒開会
式が終わる頃には雨もあが
り︑﹁読売巨人軍さわやか
野球教室﹂も雨天時予定の

第

際には学童部の皆様に大変
お世話になりました︒また
生前︑子ども達を愛し︑そ
して学童野球を愛していた

43

３月 日︵日︶に船橋市
運動公園会議室で平成 年
度学童部定期総会が所属

コーチ数着分を新調し平成
年度の千葉県少年野球連
盟主催のＮＰＯ大会等で使
用することになりました︒

３月 日運動公園の総合
開会式で幕を開けた第 回

れ︑決定については執行部
一任されました︒
３︶学童部ユニフォーム
各チームより四千円徴収
と寄付をもとに選手 着と

●平成 度事業計画なら
びに予算計画
●役員改選
いずれも満場一致で承認
４︶豊富グランドの使用に
ついての注意事項
８時半開錠︑ 時施錠で
す ので 大会 期 間中 をの ぞ

チームの代表が出席して開
かれました︒
議題は︑
●平成 年度事業報告な
らびに会計報告

されました︒
また︑以下の報告と決議
がありました︒
１︶各支部支部長の紹介

船 橋市 春 季市 民野 球 大 会
は︑５月４日に予定された

32

き︑上記の時間の厳守をお
願いします︒

30

旭高校体育館から急遽野球
場で やる こ とに なり ま し
た︒
今年の講師は高橋一三さ
ん︑山本功児さん︑西本聖
さん︑原俊介さんの四氏で︑
一塁側ブルペンでは西本投
手︑三塁側ブルペンでは高
橋投 手が 投 手一 人ひ と り

20

20

20

２︶ＡＥＤの導入
各チームより三千円／年

Ａリーグ

45

60

20

43

故人のために学童部で役立
ててください﹂と︑ご寄付
を頂きました︒
学童部で検討した結果︑
Ｓ ＢＯ マ シン ３ 台を 購 入
し︑夏季大会より使用でき
るようにしました︒
京谷さんのご冥福をお祈
りします︒

京谷さんから寄付

船橋市野球協会少年学童部発行
http://www.funabashi-gakudou-baseball.jp/
66
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ホームランニュース
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第５号（通算４３号）（１）

ホームランニュース
平成２０年６月２９日

第５号（通算４３号）（２）

ホームランニュース
平成２０年６月２９日

いました︒決勝でのみんな
の ガッ ツポ ー ズ︑ 気合 の
入 った 顔は す ごか った で
す︒こんなチームの主将に

終回絶対に逆転すると信じ
ていました︒ぼく達の気持
ちは︑この春の大会で一つ
になって︑強くなったと思

いくらいのきびしいもので
す︒だから負けるはずない
んです︒
準決勝でみゆきファルコ
ンズに先攻されていても最

ぼく達は︑絶対に優勝す
るという気持ちをもって戦
いました︒ワンパクズの練
習はどのチームにも負けな

習志野台ワンパクズ主将
北郷大生

なトレーニングや試合をし
て︑だめなところを何度も
練習して︑それを大切にが
んばってきました︒なおし

ぼくたちのチームは春季
大会にでました︒ぼくたち
は大会に出る前にいろいろ

海神スパローズＢチーム
主将 長谷川 大将

がんばります︒

なえたいのです︒
ぼく達だけではできない
野球︑感謝の気持ちを忘れ
ないで︑チーム一丸となっ
て全国大会に行けるように

は︑いつも厳しく指導して
くれました︒ぼく達だけの
夢ではありません︒そして
見守っていてくれている家
族のためにも全員の夢をか

ました︒全国大会に行くた
めに︑代表︑監督︑コーチ

られたけど︑今度はぼくた
ちがサヨナラ勝ちをしまし
た︒その試合を大事にして
いきたいと思います︒

にする︒
一番苦しかった試合は夏
見台アタックス戦でした︒
サドンデスで先に点数を取

掛けたところです︒かんと
く︑コーチの指示に従って︑
その言ったところをよく聞
く︒コーチに教えてもらっ
たことを試合に出せるよう

レーで声をつなぎ声をだす
ことでした︒よかったこと
は エ ラー でも ︑ ナイ ス キ
ャッチでもその守備を﹁ナ
イスプレー﹂と言って声を

たところは︑声を出さない
か ら ︑そ こを れ んけ い プ

優勝できてうれしかった
です︒

な れて 本当 に うれ しい で
す︒
優勝したあと︑コーチが
今日がスタートだと話され

海神スパローズ

Ｂリーグ優勝

習志野台ワンパクズ
春季大会Ａリーグ優勝

ＡＥ
ＥＤ
Ｄ設
設置
置
Ａ

６月 日から始まる夏季
大会より︑高瀬運動広場及
び豊富球場に各一台ずつＡ
ＥＤを設置することになり

等 に つい て今 後 検討 し ま
す︒

ムから三千円づつ徴収して
充てることとしましたが︑
来年度以降の費用負担︑台
数︑大会開催時以外の運用

ました︒
これは総会での議論を経
て︑レンタルで導入するこ
ととなったものです︒今年
度の費用については各チー
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