
【２０１４年９月】 

みえスポーツフェスティバル２０１４ソフトボール大会 

９月２７日 亀山市関総合グランド多目的グランド 

【結果１回戦】 

ペントレー（伊勢・度会） １２ ― ４ ロビン（伊賀支部） 

松阪市選抜（松阪支部）   ７ ― ２ 侍 （亀山支部） 

【準決勝】 

ＴＯＵＧＨ（熊野）   ９ ― ６ ペントレー（伊勢・度会） 

【決勝】 

松阪市選抜  ８ ― ３ ＴＯＵＧＨ（熊野） 

★優勝は松阪市選抜 たいへんよく頑張りました。 

【女子決勝】 

ニュークインズ（津支部） １０ ― １  ＥＩＷＡ （多気支部） 

第３種公認審判員講習会の開催 

今年度初めての開催でしたがたくさんの参加者がありました。資格を取って自分でも審判をという意欲が見られま

した。この資格取得は指導者の立場でもいろいろ役立つと思いますので今後の活躍を期待したいと思います。参加

できなかった方は、次回、ぜひあなたも資格取得にチャレンジしてください。また、これから各地で認定会が開催

されますのでご参加ください。 

９月２３日、明和町中央公民館と明和中学校第２グラウンドで公認審判認定講習会が開催された。受講者は審判員

１６人いました。実技講習の補助には明和中学校と答志中学校の皆様が協力してくれました。 



第３種公式記員講習会の開催 

９月２３日、 明和町中央公民館 会議室で開催 

記録員の講習会には中・高生の参加が１６人もありました。国体に向けた取り組みのあらわれです。大変うれしい

ことです。 

高校秋季選手権大会 優勝は伊勢学園  

 

見事優勝を飾った伊勢学園 （写真 桑名多湖） 

9 月２１日、秋晴れの好天に恵まれ、いなべ総合学園準決勝・決勝が開催。高校総体で力をつけてきた伊勢学園が

実力を発揮し見事優勝を飾った。 

【準決勝】＜いなべ総合＞２１日 試合開始は１０時３０分 

伊勢学園   ７ ― ０ 亀 山  ５回コールド 

宇治山田商業 ７ ― ２ 松阪商業 



 

準決勝 「宇治山田商業ー松阪商業の戦い」  （写真 多湖） 

【決勝】 伊勢対決は伊勢学園が勝利する 

伊勢学園 ６ ― １ 宇治山田商業 

伊勢学園長打の応酬で見事勝利する 

【男子の部】亀山市東野公園ソフトボール場 

津西  ９ ― ４ 四日市工業 

 

男子の試合 (写真 亀山 笠間) 

 

 



男子リーグ第５節の開催 

９月 21 日 松阪市で開催 天候にも恵まれ無事全試合終了。三重県庁打線がつながり見事２勝を飾る。明和クラ

ブ、ALLSTARS 引き分けで１勝１引き分けで続く。 

【試合結果】 

★＜パナソニックグランド＞ 

スカイラークス  ６ ― ８ 明和クラブ 

三重県庁     ７ ― ０ 紀北ファイターズ 

明和クラブ    ６ ― ６ ALLSTARS 

紀北ファイターズ１３ ― ６ 大和クラブ 

★＜松阪商業高校＞ 

ALLSTARS   １０ ― ３ 松和自動車学校ジャガーズ 

大和クラブ    ９ ― １０ 亀山クラブ    

松和自動車学校ジャガーズ４ ― ６ スカイラークス 

亀山クラブ    ２ ― ５ 三重県庁 

【第５節の成績】 

三重県庁 ２勝敗引き 明和クラブ １勝１引き ALLSTARS １勝１引き 

亀山クラブ１勝１敗 スカイラークス１勝１敗 紀北ファイターズ １勝１敗 

松和自動車学校ジャガーズ  ０勝２敗  大和クラブ ０勝２敗 

 

 

 



全国大会レポート 

奮闘した全国大会 代表チームの皆さんご苦労様でした 

第２８回全日本シニア大会 

９月２７日～２９日 岐阜県下呂市 四日市シニア出場 

１回戦 四日市シニアクラブ１２－０ シニア伯耆クラブ（鳥取） 

２回戦 四日市シニアクラブ ０－３ 佐賀友誘クラブ（佐賀） 

惜しくも敗退 

 

第２９回全国壮年大会 

９月２７日～２９日  山梨県 甲府市・甲斐市・中央市   

三重県庁壮年クラブ ３－７ 櫛形壮年ソフトクラブ（山梨）おしくも２回戦で負ける 

第１４回日本スポーツマスターズ女子大会 

９月２０日～２２日 埼玉県春日部市、白岡市 KEICHO CLUBが出場 



 

１回戦 KEICHO CLUB ７－４ 北上クラブ(岩手) 

２回戦 KEICHO CLUB ２－６ 箕面 MAPLE(大阪) 

惜しくも２回戦で負ける 優勝はレジェンド福岡 初優勝 

第１４回日本スポーツマスターズ男子大会 

９月２０日～２２日 埼玉県戸田市 ナポレオンが出場する 

 

ナポレオン１－１１ 取手インディアンス壮年 惜しくも１回戦で負ける。 

優勝は甲府コンバット 初優勝 

 

 

 



第１９回全日本レディース大会の結果 

 

開会式   （写真 秋田県協会ＨＰより） 

９月１２日～１４日 秋田県由利本荘市 KEICHO CLUB 出場 

 

全国大会に出場する KEICHO CLUB のみなさん 



 

大会の様子    （写真 秋田県協会ＨＰより） 

KEICHO CLUB は奮闘しましたが二回戦山口県代表の山口海響クラブと戦い８－１で惜しくも敗退しました。 

第２３回全日本実年大会 

９月１２日～１４日 北海道倶知安町 四日市実年が出場する 

 

惜しくも一回戦で負ける。ＢＳＣオール大分 4－2 四日市実年  

優勝は熊本の三友クラブ 二年連続優勝 遠征ご苦労様でした。 

 

 



テレビスポーツ教室「ソフトボール」 

 

NHKＥＴスポーツ教室より 

たいへんわかりやすい内容です。日本女子ソフトボール代表選手の上野さん、峰さんたちがていねいに教えてくれ

ます。 

上野由岐子さん・峰幸代さんご出演のテレビスポーツ教室の放送 

終了しました。残念ながら再放送はありません 

★９月７日（日）NHK Eテレ  午後２時３０分～午後３時００分 

ダイジェスト{ HYPERLINK 

"http://www.miesoft.jp/index.php?%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%

BC%E3%83%84%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%80%8C%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%9C

%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BD%9E%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%9B%E6%9D%B1%E4%BA%AC

%EF%BC%81%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%93%EF%BD%9E%

E3%80%8D" ¥o "テレビスポーツ教室「ソフトボール～目指せ東京！エースへの道～」" } 

北京オリンピックで金メダルを獲得した女子ソフトボール。日本のエース上野由岐子選手がピッチャー基本動作か

らスピードボールを投げるコツをズバリ教えてくれます。 

http://www.miesoft.jp/index.php?%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%80%8C%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB%EF%BD%9E%E7%9B%AE%E6%8C%87%E3%81%9B%E6%9D%B1%E4%BA%AC%EF%BC%81%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%81%93%EF%BD%9E%E3%80%8D


★９月１４日（日）NHK Eテレ 午後２時３０分～午後３時００分  

テレビスポーツ教室「ソフトボール～目指せ東京！最強バッター育成講座～ 

詳しく見る{ HYPERLINK 

"http://www.miesoft.jp/index.php?NHKET%20%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%9

D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%82%A2

%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88" ¥o "NHKET テレビスポーツ教室の紹介アラカルト" } 

みえスポーツフェスティバル熊野予選会の開催 

 

ホームランが飛び出す 

9 月 14 日（日）に熊野市陸上競技場にて、熊野市のソフトボール協会の「タフ」と「紀州クラブ」が参加し対戦

いたしました。 

結果は 7-0 で 6 回コールドゲームで「タフ」が優勝。「紀州クラブ」が準優勝です。 

優勝チームの「タフ」は 9/27（土）に亀山市関総合運動公園 多目的グラウンドで開催される県大会に出場をする

予定です。 

http://www.miesoft.jp/index.php?NHKET%20%E3%83%86%E3%83%AC%E3%83%93%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84%E6%95%99%E5%AE%A4%E3%81%AE%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%82%A2%E3%83%A9%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%83%88


 

優勝チームの「タフ」 

三重県小学生大会 男子優勝 津西 HTダイナマイツ(津) 

 

優勝した津西 HT ダイナマイツ  （写真提供 保護者） 

９月６日・７日 伊賀市いがまちスポーツセンターで開催。日頃の練習と夏の全国大会の成果を持ちより、熱戦が

展開されました。今度はこの結果を各地区の交流大会などで新たな力を鍛えるためにチャレンジすることが期待さ



れます。 

☆６日は天候にも恵まれ、少し蒸し暑い中でしたが、第一日目は無事終了し、次のチームが勝ち残った。 

☆９月７日【準決勝】いがまちスポーツセンターグランド 

６日の雨のためグランドコンディションが心配されたが、天気にも恵まれ、たいへん暑い中無事全試合を終了し

た。その結果、優勝は手堅く試合を進めた津西 HT ダイナマイツ(津) 準優勝は徳和ソフトボールクラブ(松阪)と

なった。女子は優勝は度会エンペラーズ 準優勝は MIKUMO 津女子ソフトボールクラブとなった。 

男子【準決勝】 

徳和ソフトボールクラブ(松阪) ３ ― ０ 大紀ソフトボールクラブ(伊勢・度会)  

津西 HT ダイナマイツ(津)   ５ ― １ 海 山 ク ラ ブ (紀北) 

【決勝】 

津西 HT ダイナマイツ(津)   ２ ― ０ 徳和ソフトボールクラブ(松阪) 

 

ナイスヒットか  （写真 津西 HT ダイナマイツ保護者） 

優勝は津西 HTダイナマイツ(津) 準優勝は徳和ソフトボールクラブ(松阪) 

女子優勝は度会エンペラーズ 



【女子決勝】７日 伊賀市いがまちスポーツセンターグランド 

度会エンペラーズ(伊勢・度会) 8 ― 1 MIKUMO 津女子ソフトボールクラブ(津) 

優勝は度会エンペラーズ 準優勝はMIKUMO 津女子ソフトボールクラブ(津)  

 

優勝の度会エンペラーズ   (写真 度会エンペラーズ保護者) 

26年度東海地区ジュニア育成研修会 

9 月６日、愛知県刈谷市で NTS 東海地区選考会がありました。 

三重県からは１０名が参加し、東海４県で４０人が参加しその中から６人が中央研修会に選ばれます。投手２名 

捕手１名 内野手２名 外野手１名です。さて、だれが選ばれたかはもう少しお待ちください。(写真とレポート

答志中保護者) 



 

 


