
【２０１１年８月】 

第４６回全日本大学ソフトボール選手権大会の結果  

８月２７日（土）～２９日（月）山口県下関市で開催されていた全日本大学選手権大会で三重県から東海代表とし

て参加していた鈴鹿国際大学は決勝戦で園田学園女子大学と対戦し１－０で惜しくも負けましたが見事準優勝に輝

きました。創部４年目で全国の強豪を相手にここまで来たことは大変すばらしい活躍です。 

 

準優勝の鈴鹿国際大学   写真提供 鈴鹿国際大学保護者 

鈴鹿国際大学 強豪日本体育大学を食う 

山口県下関市で開催の全日本大学選手権大会に出場中の鈴鹿国際大学が決勝戦に進みました。強豪日本体育大学

（今年度東日本大学選手権大会優勝）を打ち破る。 

【ベスト８】 

日本体育大学 ７－０ 中京大学  園田学園女子大学 ７－０ 東京国際大学 

鈴鹿国際大学 １―０ 城西大学   早稲田大学 ２―０ 神戸親和女子大学  



【準決勝】 

鈴鹿国際大学 ４―１ 日本体育大学 園田学園女子大学 ２―０ 早稲田大学 

鈴鹿国際大学 見事準優勝を飾る 

【決 勝】２９日の決勝戦の結果 

園田学園女子大学 １－０ 鈴鹿国際大学 

 

写真は大会決勝スコア  

２回の１点は西岡宏華選手（伊勢学園卒業生）の本塁打によるもの。鈴鹿国際大学は５回二死一、二塁としたが後

続を断たれた。よって園田学園女子大学が優勝、鈴鹿国際大学が準優勝となった。（全日本大学ソフトボール連盟

速報） 

鈴鹿国際大学はおしくも１－０で負けた。鈴鹿国際大学は昨年３位だったので「今年こそは」と４年間の集大成を

もって対戦したが残念。 

しかし、鈴鹿国際大学の準優勝はすばらしい成績です。おめでとう鈴鹿国際大学！！ 

先日伊勢市で開催された国体東海ブロック大会で愛知県チーム（日本女子リーグメンバーで構成）にたたかれた悔

しさが反撃となって結実。夢にあと一歩でしたがほんとうにすばらしい戦いぶりです。 



 

優勝の園田学園女子大学と準優勝の鈴鹿国際大学の両校 写真保護者提供 

全国壮年大会の結果 ＭＩＥＣＬＵＢ出場 

８月２７日（土）～２９日（月）北海道倶知安町  

三重県からは MIECLUBが出場。 

●ＭＩＥＣＬＵＢ １－４ 高知イーグルス 

【準決勝】 

住友金属鹿児島 ― ハッピークラブ（愛媛） 

塩山クラブ（山梨）― 鳴門クラブ（徳島）  

優勝は住友金属鹿児島 

 

 

 



男子リーグ後節第 5 節の結果  

８月２８日（日）松阪市桂瀬ソフトボール場 

久しぶりの男子リーグでなかなか活気のある試合が展開された。その中でも松和自動車学校ジャガーズは打線好調

で本塁打５本、総得点３３点で２勝を挙げ、大和クラブ、明和クラブも久しぶりに２勝、力勝負で亀山クラブは 1

勝 1 引 ALLSTARS は 1 敗 1 引。 

今まで元気だったスカイラークスはいま一つ波に乗れず２敗、 RedWings 津、紀北ファイターズは打線に火はつ

いたが惜しくも勝負に負けて２敗と予想以上の展開となった。一つは各チームの打線は好調だが、それぞれ投手力

が不安定でなかなかゲームをコントロールできない状況になっている。今、男子リーグの課題はそこにあるように

も思われる。 

本来これだけの打線の破壊力があれば東海地域でも対等の勝負ができるはずだが、東海総合、中日本、国体東海ブ

ロック大会ではなかなか太刀打ちできず上位に進出できなかったのが残念だった。 

三重県少年女子 ５年ぶりの快挙で本大会出場権獲得 

第３２回国民体育大会東海ブロック大会は心配された雨もうまくかわし、天候にも恵まれ無事し終了した。その中

で少年女子が東海の強豪愛知、岐阜を完封勝利で負かし、見事第６６回国民体育大会の出場権を獲得した。 

少年女子三重県チームは１回戦、愛知との戦いでワンチャンスを生かし２－０で見事完封勝利を飾った。決勝も来

年度国体開催で強化を図っている岐阜県チームを 3―０でこれも見事に完封勝利で勝ち抜けた。 

 ２試合を投げきった倉光こより投手の投球はすばらしく２試合とも無四球で投げきった。また守備陣もエラーは

２試合目の三塁ファールフライエラーのみで大きな失策はない見事な守備だった。三重県チームの打線はコンパク

トに振りぬく打法でここぞと思うチャンスを一気に攻め落とし追加点を挙げていった。 

 決勝戦では浦田栞里選手の適時三塁打で２点を先取し、先手必勝の構えで試合を進め、７回にも相手失策に乗じ



て果敢に攻め、中村美咲選手のライト前適時打で１点を追加し勝利をものにした。最終回岐阜も強力打線で攻めて

きたがよくしのぎきった。これらの力は全国高校総体で準決勝まで進み、優勝した厚木商業と互角の勝負をしてき

た成果でもある。今度は本大会での戦いである。 

 ５年前の「のじぎく兵庫国体」で決勝戦まで勝ち上がり後一歩で優勝に手が届くところであったが惜しくも埼玉

に敗れたとき以来である。(あの時は山根―西井のバッテリーで蔭山などの優秀選手がいた。彼女たちは今では日

本女子リーグで活躍中。) 

 成年女子も鈴鹿国際大学を中心としたチームで、1 回戦静岡との対戦を初回の１点を守りきり、１―０で見事勝

利した。決勝は日本リーグで活躍する選手を有する愛知県チーム。果敢に挑んだがやはり壁は厚く力の差を感じ

た。毎回得点で打ちのめされた。しかし、流れを作るポイントはいくらかあった。田中監督のきびしい指摘があっ

たがちょっとしたミスをなくしたら流れは止められた。いつかは愛知の壁を破り本大会の出場を目指したい。 

優 勝         準優勝 

成年男子 愛知県   静岡県  

成年女子 愛知県   三重県 

少年男子 静岡県   愛知県 

少年女子 三重県   岐阜県 

優勝チームが本大会（山口県下関市・徳山市で開催）出場権を獲得 

中日本総合 豊が丘ファイヤーボーイーズ接戦を征し、見事初優勝 

８月１３日、富山市岩瀬スポーツ運動公園で開催される第５５回中日本総合男子選手権大会に出場の三重県代表チ

ーム第一日目全種目とも１４日の準決勝に進出の大活躍 

１４日 三重県代表チーム。各チームとも大健闘 



豊が丘ファイヤーボーイズ接戦を征し、見事初優勝 西が丘スポーツ少年団は惜しくも第三位 亀山クラブ、津西

高校は惜しくも準決勝で負ける。 

全国中学校体育大会の開催 

８月１８日～２０日 会場 京都城陽市 開会式１７日 

三重県チーム 度会中学校 

【２回戦】１９日 度会中学校 ３－０ 武里中学校（埼玉） 

【３回戦】    度会中学校 ２－３ 岸城中学校(大阪府) 

惜しくも 3 回戦で敗退。優勝は翠町中学校、平賀西中学校（青森県） 

が準優勝 

またしても吉報 度会中学校中日本総合大会で二年連続優勝 

 

二年連続優勝 度会中学校  写真提供度会中学校保護者 

静岡県富士市富士川緑地公園ソフトボール場で開催されていた中日本総合選手権大会中学女子の部で度会中学校は

昨年に続きすべて完封試合で優勝を飾った。 



【２回戦】度会中学校 ５ － ０ 伊勢山・鳴海クラブ（愛知） 

【準決勝】度会中学校 ６ － ０ 足羽中学校（福井） 

【決 勝】度会中学校 ６ － ０ 蟹江中学校（愛知） 

全試合無失点です。快挙！！ すごい！感動しました！ 

全日本中学生大会レポート 

８月１３日～１５日 会場 大阪市舞洲運動広場 

三重県チームの活躍 

【１回戦】○文岡中学校 １０－５ 加茂中学校（島根）どこかの中学校と名前は同じですが 

 初回から果敢に攻め、勝利をものにする。 

【２回戦】●文岡中学校 １０－１１ 平賀東中学校 

前半積極的に攻め流れは文岡中学校でしたが、後半平賀東中学校に追い上げられ、惜しくも時間切れで敗戦。おし

くも後一歩の戦い。 

優勝は西那須野中学校（栃木）準優勝東谷山中学校（鹿児島）  

全国高校総体 伊勢学園 第三位の大健闘！ 

 

伊勢学園保護者提供 



秋田県由利本庄市で開催の全国高校総体ソフトボール大会で伊勢学園は１回戦、２回戦、３回戦、準々決勝と勝ち

進みました。１２日準決勝で厚木商業と対戦し、タイブーレーカー８回、１－０で惜しくも負ける。しかし、全国

第三位と大健闘。優勝は厚木商業 ６年ぶり６度目の快挙。 

伊勢学園、優勝チーム厚木商業とがっぷり四つ。惜しかった最後の詰め。しかし、全国レベルで戦えることが実

証。第三位おめでとう。この成果を持ってこれからの大会でもがんばってほしいし、三重県のレベル向上に奮闘し

てほしい。 

 【準決勝 厚木戦】８月１２日 

伊勢学園高：倉光、厚木商業高：平田両投手の好守と堅い守りで相手に得点を与えず、試合はタイブレーカーへ突

入。厚木商業は８回、確実に走者を３塁まで進めると、内野ゴロの間に、走者生還！サヨナラ勝ちを収め６年ぶり

に決勝戦へと進出をすすめた。 

対する伊勢学園高も奥野、福井の２連続安打などで満塁とするもあと１歩が出ず、決勝戦の夢は絶たれた。 （秋

田試合結果戦評より） 

 【伊勢学園チーム保護者会感想】 

選手全員が一丸となり本当によく頑張りました。２回戦後の抽選会で昨年の宿敵小倉商業高を引き当て、３回戦で

は見事リベンジに成功。準々決勝では、５回終了時の３点差をひっくり返し、タイブレークの末勝利！私たちに感

動を与えてくれました。なでしこジャパンを思い起こすあきらめないねばりでした。ベスト４は、３試合すべて

が、僅差のゲームとなりどのチームが優勝してもおかしくないゲームとなりました。 

 

 



第５５回中日本総合女子選手権大会の結果 

８月１２日、１３日、１４日、静岡県富士市富士川ソフトボール場で第５５回中日本総合女子選手権大会が開催さ

れました。 

三重県勢は度会中が見事優勝したが、中学女子以外は残念ながら準決勝には残れなかった。 

鈴鹿国際大学 西日本大学ソフトボール選手権大会で見事初優勝 

 

優勝した鈴鹿国際大学   写真提供 鈴国ファンさん 

８月６，７，８日、下呂市で開催されていた西日本大学ソフトボール女子選手権大会で鈴鹿国際大学は並み居る強

豪をどんどん打ち破り、創部４年目で見事初優勝を成し遂げました。 

１回戦 鈴鹿国際大学 ９ ― ４ 神戸親和女子大学 （昨年度優勝チーム） 

２回戦 鈴鹿国際大学 １ ― ０ 日本福祉大学 

３回戦 鈴鹿国際大学 １ ― ０ 天理大学 

準決勝 鈴鹿国際大学 ９ ― ０ 龍谷大学 



決 勝 鈴鹿国際大学 ３ － ０ 立命館大学 

すばらしい快進撃です。 

第 46 回大学女子選手権 監督会議 26 日 8 月 27～29 日 山口県下関市 

鈴鹿国際大学の健闘を祈りたい。 

度会中接戦を征し見事優勝し全国大会へ出場 

 

優勝した度会中学校 写真提供度会中学校保護者 

東海大会の結果 

８月６日、７日、愛知県江南市で開催されていた東海中学校ソフトボール大会で三重県代表の度会中学校は順調に

勝ち進み、決勝で静岡県の御前崎中学校と対戦し２－１の接戦を征し見事優勝し、全国大会への切符を手にした。 

【１回戦】 

植田中学校（愛知１位）４ － １ 明正中学校（三重２位） 

御前崎中学校（静岡２位） １ － ０ 精華・加納中学校（岐阜１位）   

度会中学校（三重１位） ８ － ０ 緑ヶ丘中学校（岐阜２位）  



錦田・中郷西中学校（静岡１位） ４ － ３ 蟹江中学校（愛知２位） 

【準決勝】 

御前崎中学校（静岡２位）４ － １ 植田中学校（愛知１位） 

度会中学校（三重１位）４ － ０ 錦田・中郷西中学校（静岡１位） 

【決勝】 

度会中学校（三重１位） ２ － １ 御前崎中学校（静岡２位） 

【第三位決定戦】 

錦田・中郷西中学校（静岡１位） ８－１ 植田中学校（愛知１位） 

この結果度会中学校（三重１位）御前崎中学校（静岡２位）錦田・中郷西中学校（静岡１位）の３チームが京都で

開催される全国中学校ソフトボール大会に出場する。  

全日本小学生男子大会の開催 

８月５日（金）から８月８日（月）まで福井県福井市スポーツ公園ソフトボール場で全日本小学生男子大会が開催

されます。三重県からは第四ソフトボールクラブと徳和ソフトボールクラブが出場します。全国の仲間と力いっぱ

い戦うことを期待したいと思います。 

【１回戦】 

第四ソフトボールクラブ １２ ― ０ 能美グリーンヤンチャーズボーイズ（石川） 

【２回戦】第四ソフトボールクラブ  ０ ― １ 落合ソフトボールクラブ(広島) 

徳和ソフトボールクラブ １ ― ０ サンボーイズ（大阪） 

【３回戦】 

徳和ソフトボールクラブ ２ ― ４ ジュニア岩国(山口) 



全力を尽くしたが県代表の 2 チームは惜しくも敗退する。 

☆ジュニア岩国(山口)が優勝する。 

熊野の夏よ ありがとうＮｏ２ 

 

７月２９日から８月３日まで６日間にわたる第 25 回全日本小学生女子ソフトボール大会熊野のドラマは佐世保ひ

まわりの優勝で幕を閉じました。夏雲のわきあがる山崎運動公園くまのスタジアムでの開会式は全国４８チームの

入場行進で始まり、東日本大震災へのお見舞いと激励の挨拶があり、東北岩手のチームからはご支援ありがとうの

お礼のメッセージもありました。 

「私たちは大好きなソフトボールがやれることに喜びを感じ、お世話になったたくさんの方に感謝しつつ、最後の

一球まであきらめない気持ちで全力を尽くします。」という地元三重のＵＫＩＵＫＩスピード奥田主将の選手宣誓

は熊野の地でプレーする選手はもちろん全国のチームの皆さんに届きました。スタンドからも大きな拍手があり、

青空に打ち上げられた花火とともに大きな連帯の力を感じ取りました。 

 大会は途中雨に降られ試合が次の日に延ばされるサスペンデッドゲームもありましたが５日で無事全試合を終了

し、たくさんの心に残る試合を展開しました。全国各地から熊野の地まで来ていただいた各チームの皆さんはもち



ろんのこと、審判員・記録員をはじめ大会関係者もたくさんの元気をもらいました。日本中がいろんなことで元気

をなくしているとき、小学生の皆さんのはつらつとしたプレーはたくさんの元気を届けてくれました。選手・指導

者の皆さんも熊野の地でプレーしたことを大きなエネルギーにしてまた新たな活動を広げてほしいと思います。大

会の成功にかかわっていただいたたくさんの皆さんに御礼申し上げます。 

佐世保ひまわり、投打で圧倒し、二年ぶり四度目の優勝を飾る 

【決 勝】２０１１．８．３ 山崎運動公園くまのスタジアム 

やっと本格的な暑さが戻った本大会のメイン会場のくまのスタジアムで最終試合の決勝戦が開催された。手に汗握

る試合展開だったが、佐世保ひまわりが果敢に攻め、長打を絡めて得点を重ね、５点を入れる。投げては西川沙希

投手が掛川桔梗女子打線を６回までパーフェクトに抑え、最終回の７回、掛川桔梗の執念の攻撃を２点で止め、見

事勝利した。佐世保ひまわりは、二年ぶり四度目の優勝を飾る。 

佐世保ひまわり ５ ― ２ 掛川桔梗女子ソフト  

指導者登録について 

県協会事務局より指導者登録についての確認依頼が来ています。登録時指導者資格についてまだもれがあるような

ので各チームとも確認をよろしくお願いいたします。 

資格についてですが、ソフトボールの資格は日本体育協会と日本ソフトボール協会の準指導員の２本立てです。そ

の他の資格は特別な場合を除いてあリません。スポーツ少年団等の資格は有資格者ではありません。準指導員につ

きましては、前回も資料を提出しましたが、資格がないと試合には参加できないことになります（以前より審査が

厳格になリました）。尚三重県の大会においても大会要項の中で有資格者がいければ、試合に参加できない旨が明

記されていますので、資格者のいないチームにつきましては、必ず受験していただき資格を取得していただくよう

指導をお願いします｡尚有資格者でも準指導員４年間で資格を失いますので､ご注意下さい。 



三重県ソフトボール協会で義援金箱作成 

三重県男子リーグ開幕試合の会場で今回大被害にあわれた東日本大震災を救済する義援金募金を行っところ沢山寄

付して頂きました。今後も大会がある時は、この義援金箱を持参してまいりますのでよろしくお願いします。集ま

ったものを日本赤十字社に送ります。 


