
2,000人、219チーム大集結
平成26年3月23日、26年度総合開会式が荒川総合運動公

園野球Ｂグラウンドに於いて上記参加者数（事務局発表）

で華々しく開催された。各種別優勝チームがプラカードと

優勝旗をかかげ整然と当該種別チームを先導し見事な行進

を見せた。優勝旗返還は式典中最高の見せ場で各チームそ

れぞれの名残を込めて返還していた。

次に、和田隆雄会長の挨拶があった。(別項参照)

来賓挨拶で、北 清二市体育協会会長は「スポーツの原

点はフェアプレィです。横のつながりを持ち、仲間と心一

つで感謝の気持を持ってソフトボールに励んでください」

との言葉を頂いた。田中一弘顧問は

「11年の実績と経験を今後10年先への

一歩・糧とし、この一年充実したシー

ズンを送って下さい」と述べられた。

鈴木征県ソ協副会長は「この様な規模、

人数の開会式は世界でひとつ、ここ市

ソ協だけです。県・全日本で実績を

上げ、ぜひ日本代表選手を出すとい

う気概を持って臨んで欲しい」志岐アシックス販売チーム

マネージャーは「チームプレィ、チームワークを大事に、

ぜひ栄光の優勝旗を目指しての活躍を祈念します」と各々

ご祝辞を頂いた。清水勇人さいたま市長からは『26年度総

合開会式の御開催を心より御喜び申し上げます。ソフトボー

ルを通じて皆様の絆がますます深まりますことを期待しま

すと共に貴協会の更なる御発展を祈念致します』とのメッ

セージが寄せられた。長瀬泰彦ナガセケンコー㈱社長より

「平成26年度総合開会式の開催を心より御喜び申し上げま

す。冬の間培った練習の成果が発揮されることを祈念する

と共に、大会に携る全ての皆様のご健勝ご多幸をお祈り申

し上げます。」との祝電が披露された。

選手宣誓は小学生男子「さくらフェニックス」主将・立

木智也君が『日々の練習を元気に行い、県大会・全国大会

に出場できるよう戦うことを誓います』と全日本大会を視

野に入れた意気軒昂たる力強い宣誓を行った。

式典終了後、埼玉県庁クラ

ブチームによるピッチングの

技術指導が行われ、浅見茂・

鈴木征元県庁クラブのエース

二人が解説、浅見監督率いる

現役の日本一バッテリーが、

投げる、捕るの夢の三重奏で

あり、埼玉県内でもさいたま

市ソ協でしか実現しない貴重

な指導場面であった。

二段ステップでは「重心を真ん中に、右足の蹴り、右手

のフォロー、体を真ん中に引っ張る、ブレない」など一球

一球ハンドマイクでチェック項目、注意点を公開しながら

解説、好評の技術指導であった。

受講した選手達は「全国レベルのチームは日常見られな

い。毎年この技術講習会を受講

するのが楽しみです」と語り、

女性選手は「革ボールの選手達

は素晴らしい。練習の賜と思い

ます。私達女子・レディース・

中学・小学生にも練習法を初歩

から教えて欲しい。出来れば女

性現役プレィヤー（実業団・高

校生）によるソフトボール中級

講座・入門講座などを行って欲

しい」と希望していた。

今年の総合開会式は好天に恵まれ、市の体育行事と重複

したにもかかわらず大盛況、大好評のうちに終了した。
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【開会式挨拶】
さいたま市ソフトボール協会会長 和田隆雄
晴天の良き日に恵まれ、本日ここにご来賓としてさいた

ま市体育協会北清二会長、本協会田中一弘顧問、アシック

ス販売株式会社志岐和宏氏をお迎えし12シーズン目の開会

式を迎えることができました。

26年度の登録チームは292チーム、選手登録人員は、重

複登録はありますが、6,336人にのぼる大所帯です。

役員数は約240人、公認審判員は、登録は約300人ですが、

実際には60人ほどの実人員で年間約1千試合の運営にあたっ

ています。審判員については、人員の不足と高齢化が問題

となっておりまして、有資格者と選手各位の積極的な協力

が必要です。各チームに

審判をお願いしておりま

すが、有資格者は是非市

の大会に審判員として一

層のご協力をお願いしま

す。また、これから審判

の資格をとってご協力い

ただける方にはシーズン

終了後、審判員認定講習

会を開催しますので積極

的にご参加をお願いしま

す。

昨年の開会式でソフトボールの場における体罰、暴力、

暴言等の根絶をお願いしたところ、皆様のご協力で市の大

会では幸いそのような事例はありませんでした。ご協力に

感謝申し上げます。

また、本日は、開会式終了後、埼玉県庁クラブによる技

術指導と学習院大学との模範試合を予定しております。

私事ですが、約40年前私が埼玉県庁クラブ、浅見理事長

が学習院大学のエースとして試合をいたしました。その時

の埼玉県庁のエースが埼玉国体の優勝投手、本日ご来賓で

おいでいただいている鈴木征さんです。皆、若くはつらつ

としていました。今振り返ると感慨深いものがあります。

ソフトボールは生涯スポーツとして少年・少女からお年

寄りまで仲間と共に楽しめる競技です。

今年も、選手各位が役員・審判員、相手チームやチーム

メートに敬意を払い、爽やかにソフトボールを楽しむこと

を願っております。

結びに、皆様が健康でご活躍されることを心から祈念申

し上げ挨拶とします。

今年も大いにソフトボールを楽しみましょう。

（総合開会式で放送設備の調整不良で、参加された皆さん

及び和田隆雄会長に大変ご迷惑をおかけしました。挨拶の

全文を掲載させていただきます。）

（１）平成２５年度行事報告・・・承認

（２）平成２５年度決算報告・・・承認

２６年度より支出を抑え（理事を削減し会議費等を減ら

す）さらに財政検討委員会を立ち上げ２７年度に備える。

（３）役員改選・・・高橋会長・武藤理事長等留任承認

（４）平成２６年度競技計画・・・承認

＊平成２５年度の表彰・・日本協会功労者・埼玉県体育賞

県協会表彰（個人・チーム）等表彰した。
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総合開会式（前ページより続き）

【挨拶・和田隆雄会長】

ご来賓左より、藤原安久監事、アシックス販売志岐和宏様

鈴木 征参与、田中一弘顧問、北 清二市体協会長

お 詫 び

埼玉県ソフトボール協会

平成２５年度評議員会
日 時：平成２６年３月２９日（土）１４時～

会 場：さいたま市ときわ会館

[写真上は協会役員、下は審判員・記録員の皆さん]

[写真左は模範演技の矢野投手・右は指導の鈴木 征参与]



【一般男子 １部】[24チーム]

７月１３日 荒川総合運動公園 Ｆ面

（土合）古指 智－竹俣惟人
（日進）海老原智－栗原英治
（二塁打）松尾 稔[土合]
(ＭＶＰ）竹俣惟人[土合小PTAｿﾌﾄ]

（審判）山内 渉（球）・並木 徹（一）
半澤武夫（二）・大野相善（三）

（記録）杉木英生・（戦評）本間幸次
（広報）田口秀夫

手に汗を握る接戦を制したのは
土 合 小 P T A ソ フ ト

土合小初回、一死二塁から暴投と松尾の
二塁打・竹俣（惟）の内野安打で２点先制、
２回に同点とされるも５回、竹俣（惟）の
三遊間突破安打を古指が送り暴投で１点を
追加これが決勝点となった。

日進パークは２回、一死から末廣・栗原
の２連打に暴投と海老原の一二塁間安打に
より２点を取り同点とするが後続を断ち切
られた。

久々に見ごたえのある決勝戦であった。

土合小PTAソフト・波村 章監督談

◎前評判の高い日進パーク剛速球の海老原

投手とウチの古指投手の投げ合いで胃の痛

む試合でした。創立４０周年の先輩チーム

に挑み、幸い若さで５回目の優勝を勝ち取

ることが出来大変嬉しいことです。

【準決勝戦結果】

土合小PTAソフト 12－１ 和土小ソフト

日進パーク ３－１ 辻小PTAｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ同好会

【一般男子 ２部】[48チーム]

７月２１日 西遊馬公園 Ａ面

（中尾）吉田浩行－平山卓也
（四谷）船水 徹－小松茂雄・杉田武司

（本塁打）坪井高志[四谷]

（三塁打）伊東蒼馬[中尾]

（二塁打）小林大樹[中尾]松井高明[四谷]

（ＭＶＰ）吉田浩行[中尾小ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ]

(審判）並木 徹（球）・岡田 貢（一）

久保田敬之（二）・田中昌幸（三）

（記録・戦評）杉木英生

（広報）神長伊佐男

中 尾 小 ソ フ トク ラ ブ が
春季大会初優勝に輝く ! !

中尾小ソフトは、初回６四球と相手投手

の乱調に乗じ打者１３人で小林の適時二塁

打などで大量８点を奪い主導権を握り、３

回にも伊東の三塁打を犠飛で迎え入れリー

ドを広げた。

四谷二丁目は、３・４回に１点ずつ返し

五回には坪井の左越え本塁打が飛び出すが

後続を断たれ反撃も届かず敗退した。

中尾小ソフト・平山卓也監督談

◎日頃の練習が実った。普段楽しく練習を

していてそれが本日活かせた。秋は若い人

が３人入部するので、大いに期待したい。

【準決勝戦結果】

四谷二丁目ソフト ８－３ ブレイズ

大和ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ０－10中尾小ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

【一般男子 ３部】[45チーム]

７月２１日 西遊馬公園 Ｂ面

（与野）都築祥二－渡辺好造

（道祖）久保貴裕－島袋宏二

（二塁打）佐藤一典[与野]永瀬淳一[道祖］

（ＭＶＰ）都築祥二[与野ファイターズ]

（審判）川村勝夫（球）・半澤武夫（一）

吉村大菊（二）・森 照寿（三）

（記録・戦評）本間幸次

（広報）斎藤 豊

与野ファイターズ集中打で快勝
初 優 勝 ！ ！ ！

与野ファイターズ、無得点で迎えた４回

死球を挟み５連打、打者１０人を送り６点

を取り試合を決めた。

道祖土ファイターズ、６点を追う４回二

死二塁から松澤・黒石の連打で２点、５回

も二死二塁から永瀬の二塁打で１点と追う

も後続を断たれた。

与野ファイターズ・吹留広矢監督談

◎メンバーとスタッフに恵まれて頂点に立

ちました。皆んなの気持ちが一つになって

優勝できて嬉しいです。

【準決勝戦結果】

与野ﾌｧｲﾀｰｽﾞ 15－１ 東大宮ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙｸﾗﾌﾞ

道祖土ﾌｧｲﾀｰｽﾞ ７－０北浦和小PTAｿﾌﾄ

さいたま市ソフトボール協会広報誌 第2４号 平成26年10月1日発行 第２版

3

平成2６年度春季大会 準決勝･決勝戦結果

土合小PTAソフト ２０００１ ３

日 進 パ ー ク ０２０００ ２

中尾小ソフトクラブ ８０１００ ９

四谷二丁目ソフト ００１１１ ３

与野ファイターズ ０００６０ ６

道祖土ファイターズ ０００２１ ３

【５度目優勝の土合小PTAソフト】

【 準 優 勝 の 日 進 パ ー ク 】
【準優勝の四谷二丁目ソフト】

【初優勝の与野ファイターズ】

【準優勝の道祖土ファイターズ】

【初優勝の中尾小ソフトボールクラブ】



【壮 年 の 部】[20チーム]

８月３日 西遊馬公園 A面

（ＯＭ）金子新治・内田和彦－細村勝城

（辻小）星子一夫・石毛義隆・足立宏文－

山本壮一・煤田史貴

（本塁打）五十嵐広樹[OMIYA CLUB 40']

（二塁打）浅野泰彦[OMIYA CLUB 40']

（ＭＶＰ）浅野泰彦[ＯＭＩＹＡ ＣＬＵＢ 40']

（審判）佐伯正夫（球）・片山 茂（一）

鈴木美佐夫（二）・棚沢敬治（三）

（記録・戦評）杉木英生

（広報）田口秀夫

ＯＭ ＩＹＡ ＣＬＵＢ [40']

圧勝で連覇・６度目の優勝に輝く
ＯＭＩＹＡ ＣＬＵＢは初回二死一塁か

ら盗塁と浅野の適時打と浅野自ら二盗・三

盗と暴投で還り計２点、３回には浅野・五

十嵐の連続長打で３点と毎回安打。毎回得

点、金子・内田の投手リレーも決まり圧勝

辻小は３人の投手をつぎ込むが攻撃の火

を消すことができず、又、攻撃では１回四

球で出塁の田中を三塁まで進めるが守備妨

害があり得点ならず、その後毎回四球や失

策で出塁するも後続を断たれ得点に結びつ

かず、終わってみれば１安打完封を喫した

ＯＭＩＹＡ ＣＬＵＢ [40']・村田秀司監督談

◎酷暑の中でしたが、役員皆さんの強力な

サポートのお蔭で,自分達のプレーを見失

う事無く表現することが出来た結果だと思っ

ています。

【準決勝戦結果】

OMIYA CLUB[40']６－１ カスラーズ壮年

辻小PTAソフト ６－５ 和土小ソフト

【県民総体代表決定戦】

カスラーズ壮年 ６－２ 和土小ソフト

【実 年 の 部】[22チーム]

７月２０日 荒川総合運動公園 Ｆ面

（さい）倉田新二－佐藤礼治

（木崎）吉嶺一富－佐々木保

（本塁打）吉嶺一富[木崎]

（二塁打）三木茂雄・吉嶺一富[木崎]

福島一吉[さい]

（ＭＶＰ）吉嶺一富[木崎小PTAソフト]

（審判）山下光信（球）・波村 章（一）

下浦秋夫（二）・千葉俊也（三）

（記録）島嵜恒夫（戦評）本間幸次

（広報）神長伊佐雄

木崎小PTA、さいたまクラブの
連覇を止め初優勝 ！ ！ ！

木崎小、１回敵失を星野の右前打と盗塁

で１点先制、３回一死より糀澤の右前打と

三木の二塁打を星野の犠飛と吉嶺の二塁打

で還し２点追加、５回には吉嶺のソロホー

マーで追加点を取り突き放した。

さいたま、２回四球を挟み関・福島の安

打と敵失で１点、６回二死より福島の二塁

打を佐藤の中前打で還し１点と追うも後続

を断たれ連覇の夢は消えてしまった。

木崎小PTAソフト・星野義一監督談

◎決勝戦４度目での勝利。決勝で今まで負

けていたので感無量である。チームの皆に

感謝しています。

【準決勝戦結果】

木崎小PTAソフト５－３ 辻小PTAソフト

さいたまクラブ７－２ 南浦和小PTAソフト

【レディースの部】[10チーム]

７月２０日荒川総合運動公園 D面

（大宮）吉川理紗－松浦千佳

（与野）翁長明菜－松本 瞳

（ＭＶＰ）松本 瞳[与野レンジャーズ]

（審判）田中昌幸（球）・岡田 貢（一）

小崎健次郎（二）・栗原敏夫（三）

（記録）川合奈美（戦評）本間幸次

（広報）田口秀夫

与 野 レ ン ジ ャーズ
接戦を逆転サヨナラで初優勝 ！ ！
与野は、１点を追う６回一死三塁から敵

失で１点、松本の内野安打で逆転サヨナラ。

大宮は、初回一死一塁から長堀が送り、

松浦の二遊間突破安打で先制、その後は塁

をにぎわすが、与野・翁長投手に押さえら

れ、常勝大宮クラブの連覇は途切れた。

与野レンジャーズ・山崎浩行監督談
◎４回目の決勝戦で初めて優勝できました。

大変嬉しいです。悲願が叶いました。大宮

クラブとは、キャリア・年齢・レベルが段

違いでウチは発展途上中でこれからです。

【準決勝戦結果】（１試合のみ）
大宮クラブ ７－０ 美園フレンズ
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ＯＭＩＹＡ ＣＬＵＢ [40'] ２１３２ ８

辻 小 P T A ソ フ ト ００００ ０

さいたまクラブ ０１００１０ ２

木崎小PTAソフト １０２０１0x ４

大 宮 ク ラ ブ １０００００ １

与野レンジャーズ ０００００2x ２

【初優勝の与野レンジャーズ】

【準優勝の辻小PTAソフト】

【６度目優勝のOMIYA CLUB[40']】

【初優勝の木崎小PTAソフト】

【準優勝・大宮クラブ】

【準優勝のさいたまクラブ】

【与野・逆転サヨナラホームイン】



【シ ニ ア の 部】[23チーム]

７月２７日 西遊馬公園 Ｂ面

（大宮）成瀬達一－浅野 明

（浦和）佐藤和昭－兼子 修

（二塁打）兼子 修・稲垣忠男・小林 薫

以上[浦和]上ヶ平恭広[大宮]

（ＭＶＰ）高取 茂[浦和ＳＧ]

（審判）嶋方 守（球）・鈴木美佐夫（一）

佐伯正夫（二）・千葉俊也（三）

（記録・戦評）杉木英生

（広報）斎藤 豊・匠 博隆

浦 和 ＳＧ 、無敵の６３連勝と
記 録 を 伸 ばし優 勝 ！ ！

浦和ＳＧが、３回を除いて毎回得点、１

回は四球の走者が好走塁を決め兼子の適時

二塁打で２点を挙げ、２回は死球の走者を

執拗に送って得点に結び付け、４回は３連

打で２点を、更に５回二死から好機を作り

稲垣の適時打が飛び出る卒のない攻撃を見

せリードを広げる。

大宮レインボーズも佐藤投手から２回に

清水の適時打で１点を挙げ一矢を報いるが、

以降後続を断たれ完敗。

浦 和 Ｓ Ｇ ・ 河 村 展 良 監 督 談

◎春先の走り込みの成果で投打がかみ合い

良い結果になりました。レインボーズさん

の打撃も素晴らしく良い試合が出来ました。

【準決勝戦結果】

浦和ＳＧ 11－０ レッドフォックス５０

大宮ﾚｲﾝﾎﾞｰｽﾞ ５－２ 大谷口シニアソフト

【ハイシニアの部】[９チーム]

７月２０日 荒川総合運動公園 Ｄ面

（浦和）宮寺享三・河村展良－小林 薫

（大宮）小林巻嗣－浅野 明

（三塁打）朝比奈功一・川口明朗[浦和]

坂田育男[大宮]

（ＭＶＰ）川口明朗[浦和ＳＧ]

（審判）信田正行（球）・重盛 浩（一）

山崎善樹（二）・鈴木美佐夫（三）

（記録）田口武雄（戦評）本間幸次

（広報）匠 博隆

猛烈な打撃戦を制し浦和ＳＧ
２連覇、シニアとダブル優勝 ！ ！
浦和ＳＧ、初回一死一塁から朝比奈・川

口・宮寺の３連打で一挙３点先制、３回も

一死二塁から朝比奈・川口の連続三塁打、

宮寺・小林の連打で３点、５回には川口・

河村・小林・野中の４連打で２点と突き放

した。

大宮レインボーズは１回坂田の三塁打を

石野の中前適時打ですぐさま１点を返し、

３回一死二塁から橋・田沼・碓田の３連打

により３点、５回田沼・碓田・小林の３連

打と代打中村の中前打で２点と追いかける

も届かず惜敗。

両チーム併せて２２安打の打撃戦であった。

浦和ＳＧ･河村展良監督談

◎エースを温存して勝利できたことは大き

く、今後の試合の目途が付きました。

【準決勝戦】（１試合のみ）

大宮レインボーズ６－４ハイスターズ七里

【中学生女子の部】

期 日：平成２６年６月２日～４日
会 場：荒川総合運動公園 C･D･E･F面
試合方式：トーナメント戦 [35チーム]
[準々決勝戦]

宮前中学校 ５－３ 大谷場中学校
尾間木中学校 ５－０ 内谷中学校
土合中学校 ４－２ 宮原中学校
植竹中学校 ９－７ 与野東中学校

[準決勝戦]
尾間木中学校 11－３ 宮前中学校
植竹中学校 12－５ 土合中学校
☆赤字の上位４校が県民総体に出場

[決 勝 戦] ６月４日 荒川総合

（植竹）鶴丸亜美－杉田菜優・高荷奈央
（尾間木）小林奈央－大内 澪

期 日：平成２６年８月２３日～３１日
会 場：各中学校・荒川総合・大宮工業高
参加：８ブロック・３４校
試合方式：予選リーグ・決勝トーナメント
[準々決勝戦] （荒川総合運動公園）

大谷場中学校 17－４ 岩槻中学校
内谷中学校 ４－１ 土合中学校
与野西中学校 ９－３ 木崎中学校
常盤中学校 13－12 八王子中学校

[準決勝戦]
内谷中学校 ８－２ 大谷場中学校
常盤中学校 ６－１ 与野西中学校
決勝戦 ８月３１日（大宮工業高校）

（常盤中）石井萌々夏・姫島響－木村凛香
（内谷中）三須春香－中澤玲香
（本塁打）井淵美希[常盤]本田聡美[内谷]
（最優秀選手賞）中澤玲香[内谷中学校]
（優秀選手賞） 木村凛香[常盤中学校]
（広報）匠 博隆
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大宮レインボーズ ０１０００ １

浦 和 Ｓ Ｇ ２１０２1x ６

【シニア・ハイシニアで秋・春連覇の浦和ＳＧ】

【両種別準優勝の大宮レインボーズ】

浦 和 Ｓ Ｇ ３０３０２ ８

大宮レインボーズ １０３０２ ６

【両軍試合開始前のご挨拶】

平 成 ２ ６年 度 さ い た ま 市
中学校学校総 合 体 育 大 会

第 ９回 さ い た ま 市 ソ 協
会 長 旗 争 奪 中 学 校 大会

常盤中学校 ００３０１０ ４

内谷中学校 ３０５１０ｘ ９

植竹中学校 ０００２０００ ２

尾間木中学校 １１００００1x ３

【ＭＶＰの高取茂選手】

準
優
勝
の
常
盤
中
学
校

【優勝の内谷中学校】



【小学生男子の部】[1３チーム]

７月20日 北部工業団地記念公園 Ｃ面

（指扇）阿曽唯斗－田中 涼

（文蔵）緑川隼斗－野沢雅治

（三塁打）阿曽唯斗[指扇]

（二塁打）浅海直也[指扇]鈴木武尊[文蔵]

（ＭＶＰ）阿曽唯斗[指扇ライオンズ]

（審判）中澤明男（球）・片山 茂（一）

川村勝夫（二）・佐伯正夫（三）

（記録）直井政明（戦評）杉木英生

（広報）松本文夫

指扇ライオンズが圧勝で
二度目の優勝に輝 く ！ ！

指扇ライオンズが、初回田中の適時打と

敵失で２点を先制、続く２回相手守備の乱

れに乗じ３点を加え、４回阿曽の適時打な

どで２点を加点しリードを広げ、更に６回

阿曽の三塁打と５連続安打など打者９人で

５点を挙げ大きく引き離す。

一方文蔵ソフトボールは、初回四球の走

者を還して１点、３回に鈴木の適時二塁打

で１点を挙げるが、以後反撃も及ばず涙を

飲んだ。

指扇ライオンズ・黒岩俊也監督談

◎『自分たちのソフトボールをやる』だけ

を合言葉にやってきたが結果が出せた。

【準決勝戦】

文蔵ソフトボール少年団 ７－６

太陽フェニックス

指扇ライオンズ男子 ３－１

赤羽根スポーツ少年団

[上位４チーム県民総体出場]

【小学生女子の部】[３チーム]

７月20日 北部工業団地記念公園 Ｂ面

大宮西WEST女子初優勝 ！ ！
【第１試合】(大宮西１勝・沼影１敗)

（大宮）小曽川夏美－平野真菜

（沼影）小萩優香－伊藤舞香

（本塁打）小曽川夏美[大宮]

（三塁打）大窪彩花[大宮]

（二塁打）中村さくら・小曽川夏美[大宮]

（審判）半澤武夫（球）・染谷和良（一）

山田啓二（二）・泉 啓介（三）

（記録・戦評）杉木英生

（広報）松本文夫

大宮西は、初回スクイズと田中の適時打

で３点先取、２回には中村の適時二塁打と

小曽川のツーランで３点、４回にもスクイ

ズで１点、更に５回７四死球と大窪の三塁

打など４長短打で打者１５人で大量１１点

と大きくリードを広げた。

沼影は、初回野選で１点を報いただけで

大宮西の小曽川投手に無安打・８奪三振に

抑えられ完敗であった。

【第２試合】(大宮西１勝１分・指扇１分)

（大宮）小曽川夏美－平野真菜

（指扇）大石和佳奈・谷口透子－橋崎芽依奈

（本塁打）橋崎芽依奈[指扇]

（三塁打）平澤舞依[指扇]

（二塁打）山田美空・口地風香[大宮]

大石和佳奈[指扇]

（審判）齋藤政勝（球）・半澤武夫（一）

田中宏幸（二）・山本一義（三）

（記録）広瀬壮一（戦評）杉木英生

（広報）松本文夫

指扇が初回、橋崎の適時打と守備の乱れ

から４点先取、続く２回も橋崎のスリーラ

ンなど５連続安打で４点を加えリードを広

げるが、追う大宮西も３回に４四死球と口

地の適時二塁打など打者１１人を繰り出し

同点として、３回裏追い上げる指扇打線を

抑え時間切れで引き分ける。

【第３試合】(指扇１勝１分・沼影２敗)

（指扇）大石和佳奈－橋崎芽依奈

（沼影）中村 恵－田中美咲妃

（本塁打）橋崎芽依奈・相場七海[指扇]

（二塁打）平澤舞依[指扇]

（審判）染谷和良（球）・齋藤政勝（一）

吉田一成（二）・粥川正務（三）

（記録・戦評）杉木英生

（広報）松本文夫

指扇が３回、平澤の適時二塁打などで４

点を先取し、４回に相場の右翼越え本塁打

で加点、５回橋崎のスリーランと６長短打

で７点を挙げて大きくリードを広げる。

沼影は、指扇大石投手に無安打・９奪三

振と完封を喫した。

【成 績】（同率のため抽選で決定）

優 勝 大宮西WEST女子 １勝１分

準優勝 指扇ライオンズ女子 １勝１分

第３位 沼影ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ小年団 ０勝２敗

（ＭＶＰ）小曾川夏美[大宮西WEST女子]

大宮西WEST女子・萩原監督談
◎今日の勝利は子供たちが楽しんできた結

果です。今日のテーマは『笑顔』です。

4月13・20日 北部工業団地記念公園

【準決勝戦】

さいたまクラブ ９－３ さいたま６５

山崎ソフト 18－６ 七里オレンジナイン

【決勝戦】

（山崎）吉本則光・内田一美－黒川 稔

（さい）及川昭三－佐藤礼治

（本塁打）武笠伸行［さい］

（二塁打）丸山俊行［さい］

◎さいたまクラブは全国大会出場権を獲得
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大 宮 西 WE ST女 子 ３３０１11 18

沼影ソフトボール少年団 １００００ １

指扇ライオンズ男子 ２３０２０５ 12

文蔵ソフトボール少年団１０１０００ ２

【準優勝の文蔵ソフト少年団】

【２度目の優勝・指扇ライオンズ】

【初優勝の大宮西WEST女子】

ね ん り ん ピ ッ ク
さいたま市予選会

２6年度県民総体出場チーム

種 別 チ ー ム 名 会 場

一般男子 土合小PTAソフト 越谷市

壮 年
OMIYA CLUB[40']
辻小PTAソフト
カスラーズ壮年

上里町

実 年
さいたまクラブ
辻小ソフト同好会

越谷市

シニア
浦 和 ＳＧ
大宮レインボーズ

さいたま市

一般女子
与野レンジャーズ

大宮クラブ
鴻巣市

中学生

女子

尾間木中・植竹中
宮前中・土合中

東松山市
鶴ヶ島市
毛呂山町

小学生

男子

指扇ライオンズ男子

文蔵ソフトボール少年団

太陽フェニックス

赤羽根スポーツ少年団

狭山市

小学女子 指扇ライオンズ女子 狭山市

大 宮 西 WES T女 子 １０７ ８

指扇ライオンズ女子 ４４０ ８

指扇ライオンズ女子 ００４１７ 12

沼影ソフトボール少年団 ０００００ ０

山 崎 ソ フ ト １０３０１０ ５

さいたまクラブ ０１２１１1X ６



【 全 国 大 会 結 果 】

日本スポーツマスターズ男子大会

OMIYA CLUB[40'] ベスト８
優勝チームに３－４で惜敗!!（戸田市）

【埼玉県予選会・大会結果】
関東スーパーシニア大会（さいたま市）
大宮スーパーレインボーズ 第３位
ＪＨＰセブンティ １回戦

関東小学生男子選抜大会
文蔵ソフトスポーツ少年団 第２位
太陽フェニックス少年団 ベスト８
仲本ソフトボール少年団 １回戦
赤羽根スポーツ少年団 １回戦

関東小学生女子選抜大会
指扇ライオンズ女子 第２位 東日本へ

日本スポーツマスターズ（女子）
さくら草 １回戦

全日本壮年兼日本スポーツマスターズ
OIYA CLUB[40'] 第２位 マスターズへ
カスラーズ壮年・URAWA SBC １回戦

全日本小学生男子兼関東小学生大会
文蔵ソフトスポーツ少年団 第３位
指扇ライオンズ男子 ベスト８
太陽フェニックス少年団 １回戦
赤羽根スポーツ少年団 １回戦

全日本小学生女子兼関東小学生大会
指扇ライオンズ女子 １回戦

全日本エルデスト兼関東エルディスト大会
シルバーウイング 第２位 関東大会へ

全日本一般男子兼関東一般男子大会
OIYA CLUB[40'] ベスト８

全日本シニア大会
浦和ＳＧ 第３位（27年度の関東大会へ）
山崎ソフト １回戦

全日本レディース兼関東レディース大会
大宮クラブ・まるまるず １回戦

全日本総合男子選手権大会
埼玉県庁クラブ ベスト８
ＯＭＩＹＡ ＣＬＵＢ １回戦

国民体育大会（成年男子）
埼玉県庁クラブ 代表権獲得 関東Ｂへ

全日本ハイシニア大会
大宮レインボーズ 第３位
浦和ＳＧ １回戦

全日本実年兼東日本実年兼埼玉ミドル大会
さいたまクラブ 第２位 東日本大会へ
大谷場東中PTAソフト部 ベスト８

ミズノオープン（一般男子）
OIYA CLUB[40'] 第３位

埼玉県ハイシニア大会
大宮レインボーズ・浦和ＳＧ １回戦

ジョイフルソフトボール大会（男女）
さいたま市ソ協（男子） ５位
シルバーウイング（女子） ３位

学校総合体育大会（中学生女子）
植竹中 ベスト８、宮前中２回戦
土合中・尾間木中 １回戦

石黒硬記念選抜中学生大会（さいたま市）
尾間木中 ベスト４、大谷場中 ベスト８
八王子中・土屋中 １回戦

埼玉県男子リーグ１部
埼玉県庁クラブ 優 勝!!
OMIYA CLUB 第３位

土屋会長旗（一般男子）
上木崎小PTAソフト １回戦

「記録員実技講習会」開催さる
５月２５日荒川総合運動公園で標記の実

技講習会が１１名の参加で開催された。
当日はミズノオープン支部予選会があり、

２試合の記録を、昨年末に３種記録員に合
格した女子２名を交え、５組で記帳した。

このようなレベルの高いチーム同志の試
合は、四死球が少なく、投手の投球間隔が
短いので制限時間内で７回までのスピーディー
な試合を経験をした。

ベテランの記録員は、審判員との連携・
捕殺・刺殺・失策の記号、安打・失策の判
断等、永年の経験から余裕をもって新人の
指導に当っていた。榎本記録委員長は「何
処の支部も高齢化で人手が足りず、市ソ協
大会の記録も、他支部に応援を要請する現
状です。特に若い人、女性にも記録員になっ
て欲しい」と要望された。

別所ソフトボールクラブ
代表 野上 克司

さいたま市の最も北に位置する北区別所
町も、時とともに緑が少なくなるなか、我
等「別所ソフトボールクラブ]は、自治会
の応援も得て別所公園グラウンドを中心に
活動しております。ソフトボールクラブ発
足から間もなく４０年と輝かしいものがあ
りますが、最近１０年の戦績は２２年春季
大会準優勝、２４年の市民体育大会３位、
２５年市民体育大会準優勝と、もうひとつ
登り切れず残念な思いをしております。

年２～３回のバーベキュー会等で反省し
たり慰めあったりしています。年に一度の
納会では平均年齢４５才、若者から年輩者
まで総勢２５～６人で一年間の活動を飲み
語りあい、次のシーズンに向け決意を新に
しております。又、地元宮原地区ではソフ
トボール愛好会に所属し、リーグ戦を年に
１５試合行い、互いの親交とレベルアップ
につなげています。

前述しましたグラウンドの使用時につい
ては、管理者の温かい御理解のもと、クラ
ブ員においてはグラウンドの整理、修復等
スポーツマンとしてのマナーをもって感謝
し、今後も前向きに活動してまいります。

第２７回全国健康福祉祭とちぎ大会

ねんりんピック栃木2014

ソフトボール交流大会参加の抱負

さいたまクラブ主将 佐藤礼治

シニアのソフトボール全国大会同様、ね
んりんピックもシニアの全国大会です。

今回市予選会に初参加で、１・２回戦は
何とか勝ち進み、代表決定戦は「山崎ソフ
ト」相手に最終回逆転勝で初代表の栄誉を
掴み取ることができました。（浦和ＳＧは
規定により今年は不参加 ⇒ このスキを突
いて？）

『ねんりんピック』は、全国健康福祉祭
の愛称で１９８８年から続いている６０歳
以上を中心としてあらゆる世代の人達が楽
しみ交流を深めることができる総合的な祭
典で、種目はゴルフ・剣道等２４種目のス
ポーツや文化の交流競技大会と、文化イベ
ントから子供までのフェスティバル等が開
催されます。その中でもソフトボール交流
大会は、各都道府県から４５チーム・各政
令都市などから２５チームの合計７０チー
ムで、１チーム１５名総勢１，０５０名参
加の大変な大会であることが分かりました。

今回のチーム結成の趣旨としましては、
大きな夢としてとてもとても見向きもしな
かった全国大会・おじさん達の甲子園、１
チームではなかなかメンバー不足で出場し
切れない近場のチームの決してスーパース
ターでない、ただただソフトボール大好き
仲間で集まり、“夢の全国大会への興味と
挑戦”です。

全国レベル大会の雰囲気と取組姿勢等を
味わい、見聞きして、これからシニア～ハ
イシニア～スーパーシニアと生涯スポーツ
としてのソフトボールをさらに仲間をふや
しながらお互いに元気に楽しく健康でやり
続けたいと思います。とにもかくも今回さ
いたま市代表として、メンバー一致団結し
て精一杯頑張って楽しんできます。
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県・関東・全国大会結果

◇ ◇ チ ー ム ・ 人 物 紹 介 ◇ ◇

[ベテラン記録員の指導でカードの記帳]

東日本大震災復興支援
東日本シニアソフトボール大会
浦和ＳＧ優勝！！

日程：２６年９月１３・１４日
会場：福島市十六沼 ｽﾎﾟｰﾂ公園広場
参加：福島(9)･宮城(2)・山形(2)

茨城・群馬・埼玉 計16チーム
[１回戦] 16-２ 伊達ほぼらｼﾆｱｸﾗﾌﾞ
(バッテリー) 大山・河村－小林
[２回戦] 13-６ シニアしみず（福島）

佐藤－兼子（５回コールド）
[準決勝] ８－０ 鹿島シニア（茨城）

浅見－小林（５回ﾉｰﾋｯﾄﾉｰﾗﾝ･参考）
[決 勝] ９－１渡良瀬クラブ（群馬）
大山－小林（14安打の猛攻でｺｰﾙﾄﾞ勝）

準決勝・決勝と今年度の全日シニア
出場チームを破った価値ある優勝であ
る。この大きな災害を忘れることなく、
一日も早い復興を願いながら、交流と
親善を深めた意義ある大会でした。



実年委員長 藤原 誠

昭和５３年旧大宮市に東京都から転居。
その時指扇地区の近隣の皆さんと家族の交
流が大事なので、地区・子供会・家庭婦人
ソフトに参加させて頂きました。

慣れないソフ
トボールでした
が、毎休日ごと
に夫婦、息子、
娘が各グラウン
ドで汗を流し楽
しんでいました。
そしていつの間
にか世話役に推
されて、故西澤
大宮市ソ協会長時代の「ソフトボールの底
辺拡大と普及振興策」に賛同。地区の方々
と平成６年頃より男子はバーボンズ、レデー
スのヤンチャリカ、実年・シニアのトック
リーズ、ハイシニアのピッカリーズと順次
立ち上げました。現場の最前線に立ち、チー
ムワークと笑顔でプレーをし、全力を出し
切り満ち足りた笑顔の選手を見るのが生き
がいの一つになったわけです。ソフトボー
ルと相性が良いのか、一つの事を究めなけ
れば納得しない性格なのか、三市合併後も
実年委員～委員長、中央支部男子部長、副
理事長と年齢なりに後方支援をお手伝いし
ております。

ライン引きのイロハから教えてくれた信
田先輩、ピッカリーズの主戦和田投手、地
区や市内のいろいろの方々に支えられ背中
を押され幸せなソフト人生を送っておりま
す。当時の子供たちが第一線でプレーをす
るのを見て親の責任をはたせたとほっとし
ています。個人的には全国大会（ねんりん
ピック）にリベンジをと夢を描いています。

この受賞を励みに今後プレーヤーの目線
を大事にしながら、さいたま市ソ協の更な
る発展に協力をさせて頂きます。

どうぞ宜しくお願い致します。有り難う
ございました。

広報副委員長 松本文夫

３月２９日、埼ソ協評議員会で、市ソ協
の推薦を受け上記の賞をいただきました。
思えば、ソフトボールとの出会いは昭和

５４年ごろ地元上野自治会のソフトボール
チームを立ち上げ岩槻市ソ協に参加したと
きからです。選手、監督のかたわら、広報、
競技員として選手の活躍を後方で支援し今
年で約３５年ほどソフト役員として活動し
たことになります。

旧岩槻市時代は平成６年、協会２０周年
記念として「マラソンソフトボール」を行
い延べ２９時間、８００名あまりの参加者
がありイニング数１２３回の熱戦を繰り広
げた等数々の思い出がありました。
合併後も支部創立記念「日本女子リーグ」

では試合の経過、得点等を観客、マスコミ
に伝達する役割を担当し、あの北京五輪金
メダルの女子選手達を身近で見て感激、い
ずれもソフトボールをやっていなければ体
験できない貴重な思い出がありました。

３年前に会社は退職しましたが、それを
機会に地元自治会役員に推挙され地域活動
とソフト役員の掛け持ちとなり当面、北部・
長宮の限定で協会にお手伝いいたします。

今後も受賞を励みに微力ながら市ソ協、
支部の活動に協力、発展に寄与したいと思
います。

市ソ協の皆さまをはじめソフトボールの
関係者の益々のご健勝をお祈り致します、
ありがとうございました。

新外野フェンス・支え具御披露目
＊＊西遊馬・宝来グラウンド＊＊

今季、予算化されて新しく導入した外野
フェンス・支柱・支え具が西遊馬・宝来グ
ラウンドに使用され、選手の皆さんに喜ば
れている。
◎西遊馬公園

７月２１日公式戦初使用。ホームベース
より男子７０ｍ、女子６０ｍの半径で扇形
にフェンスラインを引き、そのライン上に
４ｍ間隔に支柱を打ち込む。その支柱に本
塁側に折り曲げたネットを掛けて外野フェ
ンスとする。外野ゴロが外に出ないので試
合時間の短縮に役立っている。

試合前：第１試合の出場チーム、競技
委員で搬入・設置

試合後：第４試合の出場チーム、競技
委員で撤去・収納

用具・フェンス一式は、地元都築氏より
借用の土地に設置した専用物置に保管
【西遊馬・宝来グラウンド責任者】

日向野 崇 競技副委員長

◎宝来運動公園
７月１３日練習試合にテストで設置し、

使用した。７０ｍのフェンスライン上に４
ｍの間隔で横３０cm、縦２５cmの白鈑板に
高さ９cmの筒を取付けた支え具を置き、そ
の筒に長さ約７０cmの支柱を差し込んで使
用する。支柱には幅６０cmのオレンジ色の
ネットを張り外野フェンスとする。

宝来グラウンドは瓦礫で埋立てたため、
表面から５～６cm打込むと非常に硬く打込
み式の支柱は設置が難しかった。

今回、打込み式か
ら地表に置いた筒に
差込む方式のものを
採用、２面分６２個
を用意した。支え具
は現地保管箱に収納
しており、使用する
際は猫車で運搬する。
ネット、支柱は西遊
馬のものと同じもの
を用意した。

長宮運動広場の草刈を実施
５月１１日、長宮運動広場で小学生大会

開催中に草刈を実施しました。
当日は、千葉典夫小学生委員長はじめ、

小学生委員・ご父兄の協力をいただき、旧
岩槻市時代からの愛車（草刈り機）を駆使
し、３試合終了時には見違えるくらい広く、
きれいなグラウンド及び駐車場に生まれ変
わりました。車の移動、刈り取った草集め
など、ご協力ありがとうございました。

◎少子高齢化社会、ソフトボール離れ、
活字離れ、更に後継者不足の荒波に飲まれ、
関東各県のソフトボール協会で広報誌の定
期発行は神奈川と埼玉だけ。危機感を持っ
ていると。（県ソ協舘岡広報委員長談）
その埼玉県６３ソフトボール協会で、ホー

ムページの常時更新、広報誌の春・秋２回
発行は市ソ協のみとの事。今や、うなぎ・
まぐろ・サンショウウオ並みの希少価値が
ある分野にいるのだと自画自賛中です。

１５名のスタッフが酷暑の中、粛々と分
掌を全うしています。是非さいたま市ソ協
のオリジナルにひたってください。

（広報委員長：田口 秀夫）
◎市民体育大会各種別の初日に間に合わせ
ようと努力しましたが、発行が遅れてしま
いスミマセン。各チームへの配布で各委員
長さんにご迷惑おかけしますが、よろしく
お願いします。

（広報副委員長：榎本 靖二）
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埼玉県ソフトボール協会
功労賞をいただいて

さいたま市ソフトボール協会
事 務 局

さいたま市見沼区小深作４８５－１

眞嶋久美子 方（〒337-0005）

[広 報 誌 編 集 委 員 会]

永田 喜雄・田口 秀夫・榎本 靖二

山内 渉・齋藤 豊・本間 幸次

友光 節夫・神長伊佐男・眞嶋久美子

北林 和孝・匠 博隆・大塚 妙子

信田 正行・松本 文夫・石原 則易

編 集 後 記

[和田会長より表彰状授与］

［オレンジ色の外野フェンス設置作業］

第３種公認審判員
認定講習会開催のご案内
１．期日 １２月１４日（日）

２．会場 荒川総合運動公園

午前：講義、午後：実技

３．締切 １１月３０日（日）

＊詳細はHPなどでご案内します。


