
【２０１３年３月】 

第６回春季全日本小学生男子大会の結果 

３月２９日から佐賀県嬉野市で開催されていた第６回春季全日本小学生男子大会で三重県

代表の第五ビーナスは山口県代表の生野ソフトボールスポーツ少年団と対戦し善戦、おし

くもタイブレーカーで涙をのむ  

【１回戦】 

生野 ０００００００２ ２  ８回タイブレーカー 

第五 ００００００００ ０ 

＜バッテリー＞ 

生野 ○川口（大）－藤垣（龍） 

第五 ●山田 ― 橋口 

【戦 評】 

行き詰まる投手戦で、規定の 7 回を終わっても 0-0 でタイブレーカーに突入。 

８回表、生野の先頭バッターをショートゴロでセカンドランナーを挟んでアウトを狙うも

失敗。ノーアウト２塁３塁でタイムリーを打たれ２点先制される。 

その裏、２アウト２塁３塁まで進めて、クリーンアップという場面でしたが、あと１本が



出ず試合終了という内容でした。第五は初回に１アウト３塁というチャンスもありました

が、そこでも相手の好投手に阻まれました。 （レポート 第五ビーナス 徳田） 

第９回都道府県対抗全日本中学生女子大会 

栃木県選抜、３年ぶり４度目の優勝を飾る 

 

優勝の栃木県選抜チーム（撮影 熊野支部） 

桜の花が咲き始めた３月２３日から熊野で第９回都道府県対抗全日本中学生大会が開催さ

れた。崩れやすい天候が心配されたが、４日間とも雨も降らず天気に恵まれ、監督会議、

開会式、試合、閉会式と無事全日程を終了した。 

この結果、栃木県選抜が３年ぶり４度目の優勝を飾った。栃木県選抜は８回の大会の中で



４回の優勝、３回の準優勝、第３位１回と素晴らしい成績を残した。今回の大会でも６試

合のなかで許した得点はわずか１点で、他の試合は全部完封であった。これだけの成績を

残せたのは選手の実力はもちろん丁寧に指導された監督やコーチの努力のたまものと感じ

る。 

他のチームも投手力が素晴らしく全体にレベルの高い試合展開がみられた。今後の選手の

成長が楽しみな大会となった。 

◇大会３日目の結果 

【準決勝戦１】埼玉選抜  ５ － ３ 岡山県選抜 

【準決勝戦２】栃木県選抜 ２ － ０ 兵庫選抜 

【決 勝 戦】栃木県選抜 ７ ― ０ 埼玉県選抜 

 

 

力投の中山日菜子投手 準決勝でノーヒットノーラン達成 
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三重県男子リーグが開幕 

 

 

試合開始の挨拶 明和クラブ ― ＡＬＬＳＴＡＲＳ 

男子リーグ第１節 ３月１７日  明和中学校第２グランド 

春の日差しがいくぶんか柔らかくなった温かい日、明和中学校第２グランドで三重県男子

リーグ第１節が開催された、試合に先立ち男子リーグ開幕の開会式を行った。挨拶では大

井義文理事長が「試合時間の短縮と国体出場を目指して県リーグの強化と活性化に向けて

奮闘してほしい」と述べられた。 

試合はＡＢコートでそれぞれ４試合ずつが開催され、昨年二位に甘んじた明和クラブが奮

起して２試合完封の勝利を飾り、投打がかみ合ったスカイラークスも 2 連勝で幸先の良い

スタートを切った。亀山クラブ１勝１敗 三重県庁 1 勝 1 敗 紀北ファイターズ１勝１引



き分けは打線が好調で勝利を一つものにした。大和クラブ１敗１引き分け 昨年リーグ優

勝のＡＬＬＳＴＡＲＳは打線に火がつかず２敗という厳しいスタートとなった。松和自動

車学校ジャガーズも長打は出るも今一つ続かずおしくも２敗となり黒星を重ねた。 

全国高校選抜女子大会 伊勢学園惜しくも三回戦で敗退 

3 月 17 日から 20 日まで鹿児島県鹿児島市で開催していた第３１回全国高等学校女子ソフ

トボール選抜大会で三重県代表の伊勢学園は三回戦まで進出しましたが惜しくも神戸野田

高校に 1-0 で負けました。優勝は千葉県代表の木更津総合高等学校でした。伊勢学園の皆

さまご苦労様でした。来年の春は熊野での開催です。三重県勢の活躍を期待したいもので

す。 

第２２回 東海地域中・小学生新人大会の結果 

１６日から愛知県蟹江町で開催している東海地域小・中学生新人大会で三重県代表の伊勢

GOLDENSTARS と尾鷲ソフトボール少年団の 2 チームが準決勝に残り健闘中です。本日

17日、準決勝・決勝戦です。 

伊勢 GOLDENSTARS（三重）は 8 回タイブレーカーでおしくも敗れる 

 １７日 準決勝 

【中学生女子】 



５スタート５（静岡） ０ － １ 岐阜 NEXUS（岐阜） 

伊勢 GOLDENSTARS（三重） ３ － ０ トリプル A（愛知） 

【決勝戦】 

岐阜 NEXUS（岐阜） ５－ ４ 伊勢 GOLDENSTARS（三重）8 回タイブレーカー 

【小学生男子】 

尾鷲ソフトボール少年団（三重）３ － １０  井田ジュニアクラブ（愛知） 

賤南ソフトボール（静岡） ０ － ２ 桜林スポーツ少年団（愛知） 

【決勝戦】 

桜林スポーツ少年団（愛知）４－  ３ 井田ジュニアクラブ（愛知） 

【小学生女子】 

掛川桔梗女子ソフト（静岡） １７ － ５ 安城エンジェルス（愛知） 

西前田 SBC（愛知）２１ － ２ 浜松ドルフィンズソフトボールスポーツ少年団（静

岡） 

【決勝戦】 

掛川桔梗女子ソフト（静岡） ６ － ５ 西前田 SBC（愛知） 

第２２回 東海地域中学生・小学生ソフトボール新人大会（愛知・蟹江町 ３/１７） 



種別   【優  勝】   【準 優 勝】 

中学生女子 岐阜 NEXUS（岐阜） 伊勢 GOLDENSTARS（三重） 

小学生男子 桜林スポーツ少年団（愛知） 井田ジュニアクラブ（愛知） 

小学生女子 掛川桔梗女子ソフト（静岡） 西前田 SBC（愛知） 

第１３回伊勢志摩ササユリカップシニアソフトボール大会の開

催 

 

優勝を飾った岸和田クラブ 

 ３月９日、１０日 志摩市で東海近畿地区からシニアの３１チームが参加して第１３回

伊勢志摩ササユリカップシニアソフトボール大会が開催された。９日は大変温かい天気で

はつらつとしたプレーで１，２回戦を戦った。 

 １０日はベスト８、準決勝、決勝戦と敗者チームでの交流試合が開催された。午前中は

天気がよかったものの午後からは天候が急変し冷たい北風が吹く中、試合が続けられた。



優勝戦はダイヤモンズと岸和田クラブの対戦で、初回１番池田の右中間二塁打をはじめ果

敢な攻撃で連打を続けた岸和田クラブが３点を入れ、２回にも内野安打と相手エラーに助

けられて４点を追加し流れを引き寄せ、毎回得点の活躍で１２－２の大差で勝利をものに

した。 

 ダイヤモンズは初回、２番川上が三塁打で進塁したが得点できず、５回に６番鬼塚のレ

フト前ヒットと相手失策で三塁へ進塁し、相手失策などで２点を入れたがここまでだっ

た。最後は突風のため、５回コールドとしてゲームを締めくくった。各会場でも交流試合

が開催された。 

 大会は伊勢志摩ササユリカップ大会実行委員会の主催でしたが大会運営で三重県協会志

摩支部や審判員の皆様がたくさん参加されたので紹介します。これらの活動は今後の地域

おこしとともに三重県のソフトボール発展の手本ともなるべきものではないかとも思いま

した。 （広報 山下） 

三重県審判員・記録員伝達講習会の開催 

 

写真は御世話になったチームへのお礼のあいさつ  



３月２日、３日と津市で三重県ソフトボール協会の審判員・記録員伝達講習会が開催され

ました。一日目は河芸公民館会議室で今年度のルール改訂についての解説と審判員、記録

員についての研修がありました。二日目は会場を津東高校に移して、審判員はグランドで

ストライクの判定とローテイションの動きについての実技研修をしました。西の風が強く

吹く寒い日でしたが津東高校ソフト部やＭａｒｉｎ・Ｇ、西橋内中学校や南郊中学校ソフ

トボール部の皆さん協力を得て実技をみっちり研修しました。 

記録員は視聴覚室でシートの点検やビデオを見ての打球判定の研修をしました。これらの

成果を各支部に持ち帰り、シーズン開始までに各支部で伝達講習が行われると思いますの

でぜひご参加ください。 

平成２５年度 県協会定期総会が開催される 

 

3 月 3 日、津市島崎町のベルセ島崎の会議室で２５年度の三重県協会の総会を開催しまし

た。開会行事には津市長の松葉泰幸氏もご出席され、温かい歓迎あいさつをいただきまし



た。総会では２４年度の事業報告・会計報告を承認し、各専門委員会の報告と２５年度計

画について検討しました。その他の議題では日本女子リーグの開幕試合の観戦や熊野で開

催される第２節の観戦取り組みについて提案がありました。また、今年度津市・亀山市で

開催される全国中学校ソフトボール大会の開催について中体連からの依頼を協議しまし

た。          

熊野でのソフトボールイベントの紹介 

 

ソフトボールのメッカを目指す熊野はソフトボールイベント満載です。ぜひ一度お出かけ

ください。 

＜3月の予定＞ 

熊野オープン  会場はいずれも山崎運動公園周辺       



平成 25 年 3 月 8 日～11 日 実業団･大学女子ソフトボールの交流大会 

4 月のシーズンインに向け、全国トップクラスの実業団（10 チーム）・大学女子（4 チー

ム）の 14 チームを集めて「熊野オープン」を開催する。 

熊野市長杯        平成 25 年 3 月 15 日～18 日 

(大学女子ソフトボール) 

全日本大学選手権大会にも匹敵する規模で全国の大学女子チーム（18 大学 24 チーム）を

集めての「熊野市長杯」を開催する。 

○「JOCジュニアオリンピック第９回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会」 

各都道府県で選抜された中学生女子チーム（４８チーム）による全日本大会を開催する。 

平成 25 年 3 月 24 日～26 日（開会式 23 日） 

＜平成２５年度の取り組みについて＞ 

平成２５年度のソフトボール大会等の開催や誘致につきましては、５月には最高峰の女子

1 部リーグの公式戦（４チーム参加予定）の開催、平成２６年３月には全国高等学校女子

ソフトボール選抜大会（４８チームの参加を予定）の開催が決定されております。 

熊野市ソフトボールフェスティバルでは、８月に中学・高校女子による「ジャンプ・アッ

プ・ソフトボール」（２８チームの参加を予定）のほか、１２月に高校女子による「熊野

選抜」（１４チームの参加を予定）、３月に日本リーグ加盟実業団と大学女子による「熊



野オープン」（１４チームの参加を予定）、同じく３月に大学女子による「熊野市長杯」

（２４チームの参加を予定）、時期は未定ですが新たに小学生による「熊野小学生ソフト

ボール大会［仮称］」（２４チームの参加を予定）のほか、恒例の「熊野ソフトボールキ

ャンプ」を１月に開催し、「ソフトボールのメッカ」として、さらに認知度を高める同時

に、今後のさらなる集客に向け、全国に情報発信してまいります。 

（レポート 熊野 小林広報委員） 

都道府県対抗全日本中学生選抜大会に向けて 

 

選抜Ａチーム秋豆投手 

３月２０日、度会中学校グランドで選抜大会に向けての最後の合同練習が開催されまし

た。急きょの予定だったので少し休まれている選手もありましたが大会に向けての最後の



調整をしました。特にピックオフプレイや走者一、三塁のときの送球と守り、ランダンプ

レーを確認しました。いままで練習試合中心だったので細かいプレーの確認ができていな

かったけど、コーチの指導のもとしっかりやってバッテリー、内野陣、外野カバーなどを

みっちり練習しました。走者もどのように相手守備陣を呼び込むか特訓をしました。これ

でなんとか一試合を勝ち進み次の目標に向かって進みたいと確認しました。 

 

Ａチームのメンバー  

Ａチーム ２４日第３試合 １３：００～  山崎運動公園健康広場Ｂ 

福岡県選抜と愛媛選抜の勝者 

Ｂチーム ２４日第２試合 １１：００～ 会場は寺谷総合公園多目的グランドＡ 

対戦相手は新潟県選抜 

 



全日本小学生大会に向けて 

 

第五ビーナスのみなさん 

全日本小学生大会に参加するチームのみなさんに大会に臨む抱負を寄せていただきまし

た。 

第 6回春季小学生男子大会 3 月 29 日～4 月 1 日 佐賀県嬉野市 

第五ビーナス：監督（新居） 

課題の守備力の強化を現在している最中です、土日がメインの練習ですが部員１１名が力

を出し合い、出来る事を精一杯練習し大会に挑んできます。基本の再確認も怠らない様

に、コーチ＆監督で口をスッパクしています。目標は全国制覇です 

【キャプテン 山田 雄陽：ヤマダ ユウヒ】 



チームワークでここまでこれたので、県大会で勝った事を忘れず、 

皆で一戦ずつ勝ちたいです。目標はベスト８に入りたいです。 

今回、徳和ソフトボールクラブも全国大会に出場となりましたので、全国へに意気込みで

す！ 

 

徳和ソフトボールクラブ： 

監督（久世） 

突然の吉報に驚いています。全国大会に出場出来る喜びをチームの力に変え、頑張れば試

合が付いてくる事を肝に命じて、三重県の代表として恥ずかしくない試合が出来る様に頑

張ってきます。また、春の全国大会３年連続出場させてもらえる事に、選手・父兄・関係

者の方々に深く感謝致します。 

【キャプテン 矢野 順也：ヤノ ジュンヤ】 

僕達、徳和ソフトボールクラブは、『練習は試合の様に、試合は練習の様に』を合言葉に



厳しい練習をしています。代表・監督・コーチ・保護者の方々に感謝して、全国大会では

チーム一丸となって練習の成果を十分発揮し、悔いのない試合をしたいと思います。目標

は全国ベスト８です・・・・ 

第 6 回春季小学生女子大会  

3 月 29 日～4 月 1 日 大分県大分市 

 

＜抱負＞雅スポーツ少年団 

監督 田村敏章（タムラ トシアキ） 

「昨年１１月の新人戦以降『全国大会ベスト８以上』を目標に選手全員練習に励んでいま

す。過去この春季全国大会に出場した三重県勢は優勝、３位等数々の好成績を収めている



ので我々も良い結果が残せるよう精一杯悔いの残らない試合をしてきたいと思います。３

月、大分県で雅旋風を巻き起こします！」 

キャプテン 山中 梨帆（ヤマナカ リホ） 

全国大会では三重県の代表として恥のないように試合に臨みたいと思います。 

試合では、チーム全員が楽しくプレイ出来るように盛り上げて行きたいです。 

目標は大きく持って、行く限り優勝したいです。 


