
【２０１４年８月】 

久保日本ソフトボール協会副会長勇退慰労会及び 

村島日本ソフトボール協会副審判長就任祝賀会開催 

 

今後の活躍が期待される村島日本協会副審判長 

８月３１日、松阪市フレックスホテルで久保日本ソフトボール協会副会長退任慰労会・村島日本ソフトボール協会

副審判長就任祝賀会が開催された。県下各支部から役員・審判員・チーム監督など約１００名が参加し、盛大にお

祝いした。 

久保源治氏は三重国体での審判からスタートされ、昭和５９年の三重県協会の記録長を皮切りに６０年からは事務

局長として１４年間務め、平成１１年から２３年までは理事長として１２年間務め、合計２８年間にわたり三重県

協会を支えてこられた。また、その間には日本ソフトボール協会でも総務委員、用具委員、監事、理事、国際委員

リーグ委員としてたくさんの要職にかかわり、平成２４年から２年間は副会長として重要な役割を果たされた。約

３０数年にわたり三重県協会、日本ソフトボール協会を支えて来てくれたことになる。 

 また、村島成幸氏は、三重県審判長を９年間、また東海審判長の要職を６年間務められ、今回、日本ソフトボー

ル協会の副審判長として就任することになった。これからは日本ソフトボール協会の審判委員会の中心メンバーと

して活躍されることになる。 



全国一般男子大会の結果 

８月３０日～９月１日、兵庫県豊岡市で開催。三重県からはネッシーズが参加。新進気鋭のチームで上位進出を目

指す。この大会は今までにも三重県勢は上位進出の実績があるので奮闘を期待したい。 

 

ネッシーズのメンバー 

3０日の結果 

【１回戦】ネッシーズ ８ ― ３ 斑鳩クラブ(奈良) 

【２回戦】ネッシーズ 11 ― 0 レッズクラブ 

ネッシーズ 快調に３回戦進出、惜しくも３回戦で敗退。 

平成２６年度 事務局長会議が開催される 

８月３１日（日）松阪市 第一公民館で各支部事務局長が出席し開催された。つぎの議題が検討された。 

 １）日本女子リーグ１部の取組について 

平成２６年１０月２５日（土） 伊勢市倉田山公園野球場 

１０：３０ 伊予銀行 VS  デンソー 

１３：００ ルネサスエレクトロニクス高崎 VS SG ホールディングス佐川急便 

平成２６年１０月２６日（日） 伊勢市倉田山公園野球場 



１０：３０ SG ホールディングス佐川急便 VS 伊予銀行 

１３：００ ルネサスエレクトロニクス高崎  VS デンソー 

日本のトップチームの試合なので各支部で積極的な観戦依頼を進めてほしい。 

 ２）東日本男子リーグの取組について 

東日本男子リーグ第３節  

11 月 1 日、2 日  亀山市関総合スポーツ公園多目的グランド、亀山市西野公園野球場が開催される。各支部で

積極的な観戦依頼を進めてほしい。 

 ３）三重国体にむけた競技役員の強化について 

審判員・記録員の１種資格の取得を各支部で責任を持って進める。 

 ４）平成２７年度以降の全国大会の開催その他について 

全国大学男女選手権大会の開催 

★男子 伊勢市で開催 

☆女子 志摩市で開催 それぞれ会場の整備や準備を進める 

 ５）その他 

第 49 回 全日本大学女子ソフトボール選手権大会の結果 

期間  平成 26 年８月 30 日（土）～９月１日（月） 

会場  岩手県 花巻市 石鳥谷ふれあい運動公園    

鈴鹿国際大学 ― 日本体育大学と対戦  

鈴鹿国際大学は強豪校の日本体育大学と戦ったが惜しくも 1-0 で敗戦、残念。 

1 日は晴天にも恵まれ、準決勝、決勝がが行われた。優勝は東京国際大学 初優勝 



 

女子決勝 東京国際大学のホームイン ({ HYPERLINK 

"https://www.facebook.com/pages/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%82

%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%80%A3%E7%9B%9F%E5%BA%

83%E5%A0%B1%E8%A8%98%E9%8C%B2%E9%83%A8%E4%BC%9A/366808893468030?hc_location=timelin

e" ¥t "_blank" }) 

○男子準決勝戦の結果 

環太平洋大学 11－６神戸学院大学 

早稲田大学５－０関西大学 

○女子準決勝戦の結果 

日本体育大学６－４東京富士大学 

東京国際大学２－１園田学園女子大学 

最終試合です。 

○男子決勝戦 

早稲田大学 13－６環太平洋大学 

 ※早稲田大学３年連続４回目の優勝 

○女子決勝戦 

https://www.facebook.com/pages/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%E9%80%A3%E7%9B%9F%E5%BA%83%E5%A0%B1%E8%A8%98%E9%8C%B2%E9%83%A8%E4%BC%9A/366808893468030?hc_location=timeline


東京国際大学８－１日本体育大学 

 ※東京国際大学は初優勝 

日本体育大学が準優勝だったということは、鈴鹿国際大学が初戦でこの日本体育大学と当たり１－０の大接戦だつ

たことが惜しまれます。 

２７年度は三重県で開催予定。今度はどの大学が制覇するか。参加されるチームの皆さんは今年の大会を反省し、

さらなるパワーアップしてご参加ください。 

 

鈴鹿国際大学 昨年のもの 

全日本中学生大会の様子 

８月９日（土）～12 日（火）大阪市此花区舞洲運動広場で開催 



 

開会式の様子 (写真提供 文岡中保護者) 

大会に出場した文岡中学校からたくさんの写真を送っていただきました。大阪での大会は大変素晴らしい経験とな

りました。 

東海総合一般男子三重県予選会の結果 

８月 24 日、天候にも恵まれ、決勝戦が名張市つつじヶ丘運動公園で開催。その結果松阪代表のカイバナ眼科エル

ムスが見事優勝しました。 

 

優勝のカイバナ眼科エルムス (写真 名張支部木本) 



カイバナ眼科エルムス 7－４ 市木黒潮 

本塁打攻勢でカイバナ眼科エルムスが打ち勝つ。 

第６９回国民体育大会第３５回東海ブロック大会の案内 

 

監督会議 (写真 岐阜県 Hp より) 

８月２３日２４日、岐阜県の中津川市で開催された国民体育大会東海ブロック大会、残念ながら三重県は一つも代

表権が獲得できませんでした。いずれも大変惜しい試合ばかりたったのであと一息の戦いが要求されました。成年 

三重県 １ ー ５ 静岡県 優勝は岐阜県 試合結果 

成年女子 中津川公園多目的グランド 大会参加メンバー 

三重県 ０ ― ４ 静岡県 優勝は愛知県 試合結果 

少年女子 中津川公園多目的グランド 大会参加メンバー 

三重県 １ ― ２ 愛知県  優勝は愛知県 試合結果 



 

試合の様子  (写真 岐阜県 Hp より) 

 

三重県 0 ― 3  愛知県  優勝は愛知県 試合結果 

全国中学校ソフトボール大会の結果 

８月１９日（火）から２１日（木）まで愛媛県の松山市と松前町で全国中学校ソフトボール大会が開催、２１日無

事終了。三重県からは東海大会を勝ち抜いた度会中が出場したが惜しくも敗退。次への新たな挑戦が必要です。 

１９日 度会中 1 ― ６ 高砂市立宝殿中 東海勢の沼津市立第五中学校も敗れる。 

優勝は岸和田市立岸城中学校 準優勝広島市立広中中学校 

全日本中学生女子ソフトボール大会の結果 

期 間 平成 26 年８月９日（土）～12 日（火）※雨天のため、２日順延 

会 場 大阪府大阪市此花区舞洲運動広場 



 

大阪市の舞州運動公園で開催された全日本中学生大会は三重県から内部中学校と文岡中学校が参加し、熱戦を展開

しましたが惜しくもあと一歩力及ばず。 

文岡中学校 ０ ― ６ 高知女子ＪＳＢＣ 

内部中学校 ２ ― ６ 西・雄新・津田・垣生中学校 

悪天候のため大会は二日順延されたが、準決勝・決勝が行えず４チームが入賞となった。 

入賞チーム 黒田原中学校（栃木）・福岡レッドドリームス・高砂市立竜山中学校（兵庫）・５ＳＴＡＲＴ（静

岡） 

 

 

ソフトボール実技研修会の開催 



 

１２日、平成２６年度 三重県ソフトボール協会・三重県競技力向上対策本部主催のソフトボール実技研修会が津

商業高校でありました。 

講師は宇津木 妙子（日ソ 副会長）、増淵 まり子（岐阜聖徳学園大学女子ソフトボール部 監督）の２名で対

象者は本年度ミニ国体への少年女子チーム及び高校総体１，２位チームでした。 

午前中はグランド使用不可の為、体育館で講義＆実技練習でした。午後はグランドの片隅でティーバッティング＆

投球練習で時間を使って教えて頂いてました。宇津木さんの言葉、なんと言っても最後は、「やる気・負けん気で

試合をする事」でした・・・・エラーで１点取られたらエラーを責める事では無く、チームで２点取れば良いだ

け！チームプレイを考えて全員で力を出せば勝てるとも言われてました。チームが絶好の場面では相手は気弱にな

っている、またその逆もあるので気弱な場面をやる気・負けん気で乗り越えるチームが勝利すると教えて頂きまし

た。（写真とレポート 川合） 

 

 

中日本総合男子ソフトボール選手権大会の案内 



８月 9,10 日 岐阜県加茂地区 

8/９（土）岐阜県で行われている大会は２試合を消化した段階で台風による雨天の関係で以降の試合は中止となり

ました。 

 

開会式 選手宣誓  （写真 岐阜県ＨＰ広報委員長の散歩道より） 

小学生男子 旭小スポーツ少年団 第四小学校ソフトボールクラブ 

高校男子  津西高校 

一般男子  松和自動車学校ジャガーズ 

 

男子の試合の様子、雨でグランドが泥んこ状態 

中日本総合女子ソフトボール選手権大会の案内 



８月 9,10 日 石川県輪島市で開催予定の大会は台風１１号の襲来のため中止になりました。この大会は順延はあ

りません。 

参加予定のチームの皆様、準備していただいたのに本当に残念でした。 

小学生女子 ＭＩＫＵＭＯ津女子ソフトボール 

中学生   西橋内中学校 

高校女子  津商業高校 

一般女子  KEICHO CLUB Ｍａｒｉｎｅ・Ｇ 

第３６回東海中学校ソフトボール大会の結果 

 

開会式選手宣誓  （写真 答志中保護者提供） 

８月６日、７日（木）岐阜県恵那市まきがね公園多目的運動広場 

で開催された。三重県からは答志中学校と度会中学校が参加し、熱戦を展開した。 

【１回戦】 

度会中８－２大里中 で順当勝ち。準決勝進出 



答志中２－４第五中（静岡 2）で惜しくも負ける。4 回までは２点先行していたが、またしても雷で試合が２時間

半中断し、ナイターに突入。再開後の６回に２点を入れられ、逆転負けとなった。地区大会、県大会と東海大会と

三度目の雷での試合中断、今回は、残念ながら雷様は味方してくれなかった。再開後答志中、選手のウォーミング

アップ時間もほとんどなく試合が始められたのが残念な結果となった。 

【準決勝】7 日 

沼津市立第五中学校（静岡２） ５ ― ４ 池田町立池田中学校（岐阜１） 

度会町立度会中学校（三重２） ４ ― １ 掛川市立桜が丘中学校（静岡１） 

【決勝】 

沼津市立第五中学校（静岡２） ３ ― ２ 度会町立度会中学校（三重２） 

リードしていた度会中、最終回に得点され、逆転サヨナラ負けとなった。 

【第３代表】 

池田町立池田中学校（岐阜１） ４ ― １ 掛川市立桜が丘中学校（静岡１） 

この結果 優勝は沼津市立第五中学校、準優勝度会町立度会中学校、第三位は池田町立池田中学校となった。この

上位３校が全国中学校大会へ出場する。 

 

よく頑張った答志中  （写真 保護者提供）  



全国大会での活躍続く 

８月に入り各地で全国大会が開催されています。北海道帯広市で開催の全日本小学生大会で度会エンペラース゛、

初日山形のＯ・Ｓ・Ｃガールズと対戦し、３２－０で完勝。幸先の良いスタートを展開しています。 

2 日目も快勝 美馬少女ソフトボール部に 0-3 で勝利する。 

次は藪塚チェリーズ(群馬)との対戦 

3 日目 残念ながら藪塚チェリーズ(群馬)に１7－1 で負ける 

優勝は岐阜県代表の岐阜ＮＥＸＵＳジュニア 

第 28回 全日本小学生女子ソフトボール大会 

期間 平成 26 年７月 31 日（木）～８月３日（日） 会場 北海道 帯広市 

度会エンペラーズ出場  

 

第 66 回 全日本高等学校女子ソフトボール選手権大会 

期間  平成 26 年８月２日（土）～５日（火） 会場  神奈川県 横浜市 

 

開会式選手宣誓 神奈川県協会ＨＰより 



伊勢学園出場 ２回戦 伊勢学園 1-0 藤村女子高に勝利し、第二次抽選で３回戦進出。 

３回戦 伊勢学園 ４ ― ２ 篠ノ井高校（長野県） 

伊勢学園ベスト 8に 

 

伊勢学園の活躍  （県総体で） 

ベスト８ 伊勢学園 ０ ― １ 厚木商業（神奈川県） 

惜しくもベスト８の壁破れず、しかし、ここまで戦えた成果は素晴らしい。 

全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技結果 

【準々決勝】 

伊勢学園 ０００００００ ０ 

厚木商業 ００１０００Ｘ １ 

＜バッテリー＞ 

（伊勢）● 居内 ― 森下 （厚木）○ 本田 ― 渡辺 

＜長打＞（伊勢）（二）角野 （厚木）（二）坂本 

【準決勝】８月５日 

神村学園（鹿児島）３ ― ２ 須磨の浦（兵庫） 

木更津総合（千葉）２ ― ０ 厚木商業（神奈川） 



【決勝】 

木更津総合 ００１００００ １ 

神村学園  ０３０００１Ｘ ４ 

＜バッテリー＞（木）● 山賀、植村、大場 ― 比護（神）○ 松本 ― 方違 

＜長打＞（神）（二）岩元 

神村学園３２年ぶり４度目の優勝 

第 28 回 全日本小学生男子ソフトボール大会 

期間 平成 26 年８月３日（日）～６日（水） 

会場 滋賀県 草津市 草津グリーンスタジアム、草津市立野村運動公園 

 

徳和ソフトボールクラブ （写真、北川） 

徳和ソフトボールクラブ ０－２ 港北スターズ（神奈川）  

惜しくも敗退。徳和バッテリーは、中川公－藏枡。得点は、三回の裏に二死から相手の上位打線、四球とレフト前



ヒットと続き、四番のレフトオーバースリーベースで 2 点を失いました。徳和も攻めたがあと一本チャンスが作れ

なかったのが残念でした。本当にいいゲームでした。 

 

健闘の徳和ソフトボールクラブ 

第 60 回 全日本教員ソフトボール選手権大会 

期間 平成 26 年８月２日（土）～４日（月） 

会場 宮崎県宮崎市 宮崎県総合運動公園・清武総合運動公園 

ヤンローズが出場 ヤンローズ惜しくも敗退 東部教員クラブ（広島県）16-0  

優勝は金沢教員ソフトボールクラブ ８年連続 

第 49 回 全日本高等学校男子ソフトボール選手権大会 

期間 平成 26 年８月８日（金）～11 日（月） 会場 神奈川県 横浜市 

四日市工業が出場 

【２回戦】四日市工業 ０ ― 5 新見高校（岡山） 

＜バッテリー＞（四）駒田 ― 中村 （新）杖子 ― 長谷川 



＜長 打＞（二）藤原麦(新見)   

四日市工業残念ながら敗退 

３３年三重国体開催に向けてのレポート 

 

平成３３年の三重国体開催に向けて少しずつ体制づくりが進んできました。会場候補地が決まり、その受け入れ態

勢づくりで各支部の担当者の皆様も大変なご苦労をしています。国体のソフトボール競技を開催する支部の皆様に

その進捗状況や工夫されているところをご紹介していただき皆様と力を合わせて国体の成功を目指していきたいと

思います。 


