
2013.4.7  ひさかたぶりに 

ブログ（つれづれではないけれど）をやりだして、これだけ間隔（1か月）が開いたことはなかった。
身体が不調で寝込んでいるということではなく、とにかく仕事が忙しかっただけなのだ。
今日（4/7）久しぶりに休日をとった。思えば3/22に卒業生を連れてUSJに行くため休暇をとって（これとて朝早く起きて
一日中歩きっぱなしで、休みではなかった）以来2週間ぶりなのだ。
だから今日の全日本大阪市予選も行かなかった。というより、精神的に行くことができなかった。

この空白の1か月にもさまざまなことがあった。アパッチは12期生の追い出し会、USJへの卒業ハイキング。
新チームのスタートでまず近畿大会参加。
仕事では幹部候補2期生の資格認定試験・面接を経ての最終診断。
そして店舗決定。H25年度を迎えての人事異動、最終年度予算・計画。

入社式・引き続いての金剛山研修・・・。
とにかく書きたい、記したいことはたくさんあるのだが、今の私には机に座ってじっくり考えながらブログをするのは
すこし無理がある。あれもこれも考えていると、昨年の秋に患った自律神経失調症がまた再発しそうで怖い。
したがって気の静まったときに、気ままにゆっくり思い出しつつ書いていこうと思う。

早速今日の全国予選。初戦から八坂連合との対戦。
海西・海東それぞれの単独チームでもきついのに、それに鷺洲が加わっての連合チーム。
しかし投手は一人で投げるわけだし、バッターもひとりひとりとの対戦なんだからと気もちを切り替えて臨んだ。
初回柳本・酒井の連続安打、倉員の四球で無死満塁の絶好のチャンス。しかしここは八坂エースの気迫にまけ
後続が倒れ0点。ちょっといやな気がし、案の定その裏ピンチを招くが踏ん張り1回終了。
そして2回簡単に2死をとられたが、9番にはいった細川龍が粘って四球を選ぶ。（結果的にヒット以上の値千金の
四球だった）ここで柳本がレフトオーバーの2ランホームランで2点を先制。ここからは両エースの投げ合いでチャンス
らしいチャンスもなくゲームセット。会心のゲーム運びで難敵をくだし、2回戦に挑むことになった。

2回戦は加島連合。しかしこの試合は内野にエラーが続き自滅。
ヒットの数はアパッチ6本に対し加島5本。とにかくエラーの差が勝負を決めたようだ。
暫定的に守備を決めスタートしたアパッチだが、トータル的に見直さなければいけないのかもしれない。もちろん今の
ままでも十分やっていけるとはおもうのだが、大阪市を制覇するためには今のすき・キズをなくさなければならない。

2013.4.10  知覧旅行

この１ヶ月間でぜひ書き記したかったことがいくつかある。そのひとつに３月初旬の知覧旅行がある。
ひょんなことから、社長・役員・関連会社社長の５人でいくことになった。少し敷居の高いメンバーとの小旅行であった。

知覧特別攻撃隊。(特攻隊）第２次世界大戦でとった日本の究極の攻撃作戦だ。
どう考えても敗戦濃厚の状況の中、一矢を報いるべくとったこの作戦。
事の是非を今更論じても仕方ないが、若干１７･８歳の若者が、お国のために命を投げ出し向かっていく。
われわれ戦争を知らない世代の人間が、今どんな形であれ幸せに暮らしていけるのは、その若者たちの尊い命の
犠牲があったからであるというのは紛れもない事実だ。過去の戦争を肯定も否定もしないが、このなくなった命の
尊さを偲び敬うことは間違ったことではないと思う。

九州鹿児島市内から車で約２時間半。この辺ぴな土地に彼らの足跡が残っている。
彼らの遺書遺品が数多く奉られ、展示されてある。
遺書ひとつひとつがその命の尊さの象徴であり、涙なくして読み続けることはできなかった。
「お母様、いままで育てていただいたそのご恩に報いることなく散ってしまうことを許してください。」
そういった内容がほとんどで、あと数時間でこの世を去っていくにしては冷静に美しい毛筆で書かれてある。
現代でいえば、遊び盛りの高校生が、ほとんど世間を知ることなしに散っていく。
何のために生まれてきたのか、ただお国のために、いや自分の愛する家族を救うため、命をなげだし、犠牲になった。

日ごろ教育研修を携わる中で、この家族を愛する気持ち、
家族のため、しっかりした目標・目的をもち、自分の役目役割を全うする。
この精神が大切なんだということが再認識できた。

なんども言うが、過去の戦争を肯定も否定もしない、というより私ごときがすべきでない。
こういった特攻のような作戦もただ単に美化することは愚かなことだと思う。
しかしなくなった人たちを敬うことに、他のなんびとからも文句言われる筋合いは絶対ない。

この一見平和な泰平の世の中、もういちど考え直したいと思う。



2013.4.15  トップクラスチームとの対戦

新チームがスタートして約半月（実質的には３月中旬より試合が始まっているので１ヶ月か）。
なかなかいい状態できているかなと思う。
確かにできのよいときと悪いときがはっきりしていて、どうも強豪相手にビッグイニングをつくられ、
そしてそれを挽回できずに敗れるケースが目立っているが。

エース柳本は他のどのエースと比べても劣ることはないと思われるが、その精神面の若干の弱さが出てくると、
歯止めが利かないときがある。逆に調子に乗ると相手がどこであれ、抑えつけてしまう。
問題は守備面だろう。
通常の強豪といわれるチームのときは問題ないが、やはりトップクラスのチームとなると、わずかなスキをついて
くる。加島・ＫＤＥＳ・城北など、ソフトのうまさとなるとわがチームより上だ。

ここ最近敗れたのがやはりこの３チーム。
近畿大会でＫＤＥＳに９点、練習試合で城北に４点、全日本予選で加島に４点。
このクラスにビッグイニングをつくられると、守る術を知っているだけに追いつくのは至難の業。

 内野の整備が急務なのだが、５・６年生で１６人いる現状、個人の向き不向きを考えての守備のコンバートも
あるようだ。

それにしても週末のアパッチ。
日曜日の榎本戦の0-0はしかたないが、
続いての塚本戦、いくら控えメンバー中心といっても0-1ということで、２試合連続の無得点はいただけない。

日曜日はＭＯＳＬリーグ戦。
午前中はＢリーグ。
初戦はＫＤＥＳファイターズ。
先発の工藤は５安打を浴びたが、おおきく崩れることはなく、粘りのピッチングでよくこらえた。
打線もリードされるたびに、しっかり前を見て追いかけ、離されなかった。
この引き分けは彼らにとって大きい意味がある。

午後はＡリーグ。
初戦のタナベジュニアゴールド戦は５年生主体。
バッテリーは中橋兄弟。
この４・５年生の左利き兄弟は、とても面白い存在。
ともに運動神経は図抜けている。

立ち上がりコントロールが定まらず四球連発で３失点。
しかしこのヤングアパッチはあきらめない。
１・２回は相手投手の制球難からいただいたが、３回に応援に入っていた６年生菅の意地の１発で同点。
そして真崎・中橋奎のヒットなどでさよなら勝利を収めた。

そして前回大敗を喫したＫＤＥＳ戦。
この試合に限り、６年生のレギュラー主体で臨むと決めていた。
みんなかなり気合が入っていた。
そして試験的に組んだこの守備陣。
ファーストに村冨、ショート中橋佑、ライトに倉員。

エース柳本の顔つきが違う。
前回内容はともかく、１イニング９失点で、今回は抑えてやるという気持ちがそのフォームに表れていた。
結果は初回に倉員のヒットと絶好調の４番橋本のタイムリーであげた１点を柳本が守り、２安打完封勝利。
アパッチ選手・ベンチ・応援団がひとつになっての勝利だった。

しかし喜んでばかりいられない。
次の対戦では、また新たな展開になるに違いない。
今は勝って浮かれるよりも、反省することが大事。
われわれの目標は、９月の大阪城（今年は大阪城ではないらしいが）である。



2013.4.21  背中の脂肪腫

胃の中にできた腫瘍とはかれこれ１５年の付き合いになるだろうか。
定期健診の人間ドックで見つかり、大きさ２．５ｃｍのものだったが、
良性ということで放置してある。２年前の検診では、大きさは変わらないが、個数が少し増えて３つあるそうだが、
大丈夫ということでほっと一安心。

１０年前ころ、今度は肩から背中にかけて瘤のようなものができた。
直径７～８ｃｍで隆起しているのだが、大して気にもとめずほっておいてあった。
昨年少し大きくなり、直径１２～３ｃｍで随分盛り上がってきた。ということで切ることにした。

住吉交差点の松倉医院を紹介してもらい、まず診察。
大きいですね。
 「開けてみないとわからないですが、痛いし少し時間がかかるかもしれませんよ」
と院長先生に驚かされた。

楕円形に切開し、中の脂肪種を取るのだが、筋肉などに完全にくっついた状態で、
オペも１時間以上かかった。
もちろん局部麻酔なのだが、オペの途中で再度の追加麻酔！
う～ん、どうにでもしてくれ。

私の背中の上で、先生が悪戦苦闘されているのが良く分かった。
縫合も出来る限り跡が残らないようにと、すごく丁寧に縫っていただいた。

 「この４～５日は痛いですから、痛み止めや抗生物質の薬を用意しておきます。
それと、朝晩消毒を欠かさないように。」
２日目を迎えたが、もともと痛みに強いわたしには、手術のときほどの激痛は感じない。

教訓：異常を感じたときは早期治療が肝心。

2013.4.25  ゴールデンウィーク突入直前

まもなくゴールデンウィーク突入。
この間のアパッチの活動としては、まず練習試合、ＭＯＳＬリーグ戦をこなし、忠岡グリーンカップ参戦。
そしてＯＳＦＬソフトボールの日を経て、５・５こどもソフト参戦、ということになっている。
まあ、例年のごとくこの間１５～２０試合を消化するわけだ。

ここまでのところ、Ａチームは試行錯誤を繰り返しているが、まずまずといったところ。
内野守備陣をどうするのかということが最大の課題ではあるが、相手チームによりいろいろなフォーメーション
を試し、そこから最善策をみいだすということになりそうなのだが、今の時点で決め付ける必要もないだろう。
今はとにかく個々の力を引き出すというか、スキルアップを図ることが先決だ。

近畿大会にしても全日本予選にしても、試合（相手）によって随分出来・不出来がはっきりしていた。
エース柳本次第といえばそれまでなのだが、いずれにしても序盤・立ち上がりで決まってしまうことが多い。
硬さのほぐれてない序盤に、守備陣のミスが連発で出てしまうと、どうも修正ができないようだ。
結局は各プレーヤーの自信のなさの表れなのだろう。
 「ミスをしたらどうしよう。」ではなく、「これだけ練習したのだから、エラーするはずはない。さあ、俺のところに
打って来い」そういう気持ちで臨まないと、いつも自分を追い込んでしまうことになる。
そこまでの精神力を小学生に望むのは無理があるかもしれない。
しかしそういう気持ちを持たせるように努力するのがよき指導者なのだ。

まずは今週土曜日、初顔合わせの浜寺イースト戦。
 ＨＰを見てもなかなかのいいチームのようだ。
なんの予備知識もなく、そういう素晴らしいチームと対戦できるのは楽しみだ。
残念ながら、食博のため私は参加できそうにない。
 （抜け出してちょっと見学にいけないかなア）

そして日曜日は忠岡グリーンカップ。
３年連続の出場になるが、なぜかこの大会は相性悪く、良い結果を残せていない。
さあ、今年度の初タイトルが取れるように頑張っていこう！



2013.5.6　　５・５こどもソフト大会

４月２６日から始まった食博については、後日語る機会もあろうが、
とにかくほとんど休む間もなくゴールデンウィークに突入し、
 ５月４日・５日ようやくアパッチに参加することができた。

 ４日はＯＳＦＬソフトボールの日と称し、月に１度１０数チームが集まり練習試合をする。
まあ、私の好みで独断でチーム集めをしているので、そのことに関しては批判もあるかもしれない。
いつものことで、私はほとんど気にもかけていない。
 文句があれば、自分でやればいいのだから。
このイベントをやって、私個人が利益を得ているのだったら、なにを言われても仕方ないが。

初回だったこの４日、１３チームが集合し、一日じっくり遊んだ。
わがアパッチはエースの柳本が肱痛で、あすの大会のこともあり、ピッチングはなし。
ちょっと残念だったが、今無理をするととりかえしのつかないことになるので、これはこれでいい。
菅や５年生の中橋佑・工藤・４年生森が頑張り、４戦全勝。
いい練習ができたかな。

明けて５月５日。
毎年恒例の５・５こどもソフトボール大会。
この時期いろいろな大会と重なるが、部員の多いアパッチにとって、名誉ある大きな大会に参加するより、
出来る限りたくさんの選手が参加できるようにとこの大会に２チーム出場することにしている。
開会式では、前年度優勝カップの返還もし、今年も勝って２連覇をするぞと選手も燃えている。

Ａチームは南大江Ｂと豊里Ｂ。
Ｂチームは豊里Ａと天野が原オリオンズ。
Ｂチームはどちらも強豪、少しクジ運が悪かったかな。
ＡチームはともにＢチームが相手だが、豊里チームはアパッチ同様部員も多く、
ＢチームといってもＡと遜色がなく、侮れない。
しかしアパッチとしては、ＡとＢが逆であって欲しかったと思う。

まずＡの初戦は南大江。
ここ３年ほどは低迷しているようだが、それ以前は中央区でのＮＯ１チームで、かなりいい試合をさせて
いただいていた。心配していたエース柳本も、完調とはいかないが、肱をかばいつつ、８割程度で投げている
ようだった。藤原・工藤にホームランが飛び出し、ヤナも結局内野安打１本打たれただけで、投げきることが
出来た。　　まず１勝。

問題のＢチーム。
相手の豊里Ａのエースはかなりの速球派。
スピードだけでいくと、ヤナとかわらない、ひょっとしたらスピードガンは相手が上？
こりゃ、苦戦するな！
初回に２点をとられたが、しかしあたりそのものは完璧にとらえられたものでなく、
逆方向にとんだアンラッキーなあたりが続いた。

しかしその後は中橋佑のピッチングはよかった。
立派にＡチーム相手に投げきり、結局初回の２失点のみ。
打線は先頭打者のキャプテン新宮のヒット１本におさえられていたが、最終回に菅が意地の１発で１点差に
詰め寄った。今日の菅は攻守にはつらつとした動きで大活躍、これをきっかけに一層のはばたきを期待する。
そして岡橋弓菜！
昨日の試合でも人がかわったようにヒットを連発し、周囲を驚かせていた。
この試合も最終回、剛速球投手から粘りに粘ってレフト前に運び、ベンチから喝采を受けた。
その上、次打者の２球目、猛然と２盗を試み見事成功。
このＡチームバッテリーとの対戦に勝利した。
試合は残念ながら届かなかったが、強豪Ａチームをあわてさせた意義ある敗戦だったと思う。



2013.5.7　5・5こどもソフトボール大会　その２

そして２回戦。
まずＡチームは豊里Ｂチーム。
 １回戦で鶴見Ａチームに１－０で競り勝ち、意気上がっている。
 Ｂチームとはいえ要注意。
そして我がＢチームが相手Ａチームに負けたリベンジでもあり、ここは絶対に負けられないところ。

しかし試合は点差以上に圧倒した内容だった。
初回に１点を先制したあとの２回、簡単に２死をとられ打線は下位。
ここは次回に期待というところだったが、７番森がヒット。
まあここまでかなと思ったら、８番３年生宮本がナイスバッティングのレフト前。
オッ、やるなア。
ところが次の９番金本も火のでるようなタイムリー２塁打で、この下位打線の活躍で３点を追加し、
流れはアパッチへ。

こうなると柳本も楽に投げられる。
少し肱に違和感をおぼえていたが、そんなこともどこへやら。
被安打１で完封勝利。

それにしても３年生コンビの宮本・金本は楽しみだ。

そしてＢチームの２回戦は天野が原オリオンズ。
初戦で豪腕投手擁する豊里Ａから２点をとり、最後は引き分けたが、打撃が売りのチームと見えた。

初回に２本のホームランで４点を先制された。
少し真ん中に球が集まっていたが、それにしてもそこを見逃さない打線は脅威だ。
しかし中橋佑はその後は安定したピッチングで追加点を許さない。
逆に菅が１回戦につづいての２試合連続ホームランで追いかける。
菅はこの２本のホームランで気をよくしたのか、守備でもはつらつとした動きを見せていた。
これをきっかけに大きくはばたいてくれれば、こんな頼もしいことはない。

試合は最終回にも２点を奪われ1-6で敗戦したが、本日の２敗は価値ある２敗。
運悪く強豪２チームとの対戦で苦汁をなめたが、十分持ち味を発揮した。

結局Ａチームが決勝に進出したが、全体を見て全員がそれぞれの役割を果たしていたようだ。
最終試合のあと決勝の抽選をしたが、全チームが異口同音に当たりたくないＮＯ１チームがアパッチだった。
これはとても光栄なことだし、喜ぶべきことだ。
２週間後に待っている決勝トーナメント。
すべてのチームが当面の対戦相手チームと同様に、アパッチに照準をあわせてくるだろう。
さあ、２連覇めざして頑張ろう！



2013.5.13　久し振りのリーグ観戦

５月１２日（日） ＭＯＳＬリーグ戦参加。久方ぶりにＭＯＳＬに同行した。
今日は生魂グランドにてＡリーグ３試合。小学校のグランドも確保できていたので、４年生以下は練習。
本日の対戦相手は真田山・生魂・金塚。

第１試合、真田山戦。３試合ということで、投手ローテーションでは先発は菅。
初回に３点を先制したが、ランナーを二人も残したまま終了。
ここらあたりいくら下位打線とはいえ物足りない。

案の定その裏、先発菅が全くストライクが入らず、５連続の四死球。
酒井監督もずい分辛抱したのだが、ついには我慢も限界で森にチェンジ。
ここはさすが制球のよい森が抑え、１点リードしたまま相手の攻撃を終えた。
その後２回に打線が大爆発し、一挙１０点を奪い勝利を手中にしたが、少し消化不良。

２回戦は生魂子ども会。速球派の好投手を擁している。
柳本との投げあいが楽しみだった。
と、同時に大阪市大会出場をめざす生魂にとって、この試合のアパッチは仮想五条パレス。
投手を含めた全員野球（ソフト）でアパッチに襲い掛かってくるだろう。

初回、全くの五分。
予想通り生魂エースにアパッチ打線は沈黙。
対するアパッチの柳本も１・２番を三振、３番を投手ゴロと寄せ付けなかった。
こりゃ１点が勝負かな。
２回はアパッチ三者凡退に対し、柳本はショート内野安打を許した。
３回は生魂打線は三者三振。
アパッチも内野安打の走者を出したが盗塁アウトで無得点。

しかし私の目には生魂エースの球威の衰えを感じていた。
わずか３回を投げたところだったが、アパッチ打線の気迫の前に、いつも以上に疲労を感じていたのかもしれない。
ネット裏で観戦していた向井氏に同様のことを話していたその４回、やはりアパッチ打線が噴火しようとしていた。
一死から、柳本・橋本・藤原の３連打で１点。
後続倒れ、１点に終わったが、５回には四球のランナーをおいて、酒井・柳本・橋本のまたまた３連打でダメ押しの
３点を追加した。この試合はエース柳本が内野安打１本に抑え、無四球のおまけつきで完封勝利。
見事難敵を撃破した。

３試合目は金塚戦。
強豪の金塚も今年は苦戦。
６年生が一人しかおらず、あとは５年生以下。
中尾監督も来年につながるような今年１年を送りたいというニュアンスの言葉をおっしゃっていた。

試合は中橋兄弟バッテリーの攻守にわたる活躍で勝利。
この試合で目立ったのは工藤と酒井。
工藤は打席では３打数３安打。
もともと思い切ったバッティングは見ていても気持ちがいい。
もう少し身体が大きくなったら、森純・柳本につづく大砲になれるのは間違いない。
そしてショートの守備でも、強烈なあたりをみごとにさばき、ノーステップでファーストに投げるすがたは格好
良かったが、簡単なボテボテを２度ファンブルするなど、上手いのか下手なのか。
まあ、上手いに違いないのだろうが、打球に対する集中力の欠如にほかならないと思う。

驚いたのは、酒井のバッティングだ。
普段は柳本の進塁バッティングが多く、あまり彼の思い切りの良いウィングを見る機会が少ない。
しかしこの試合の３安打はいずれも鋭い、火の出るようなあたりとはこのことをいうのだという当り。
貫志がコンスタントにこいうバッティングができるようになると、得点力は倍増する。

とにかく３連勝。
来週の５・５大会決勝にむけて弾みがついた試合ではあった。



2013.5.20　マナー 

５・５こどもソフトボール大会決勝当日。

 昨年優勝し、ディフェンディングチャンピオンとして少しプレッシャーを感じながら出場、どうにか予選をクリアーし、
今日を迎えた。岡田・柴田両審判の参加が危ぶまれたので、無理をお願いし親交あるＳ審判にお越しいただいた。
いつもいつも本当にいやな顔せず、ご協力いただきありがとうございます。
 試合の合間に最近のチームマナーについていろいろお話いただいた。

 大きな大会に参加し、上位に食い込むチームの中に、非常にお行儀のよくないチームがある。
それは子どもたちのことでなく、監督をはじめとするコーチ・指導者なのだそうだ。
 審判の判定にうるさく文句を言う。
 試合中にきたなくののしる。
 選手を叱咤激励するのは悪いことではない。
しかしそれが過剰に大声で、相手選手をも威嚇するような感じ。
そして声援（汚く言うとヤジ）が相手チームや相手選手に対する内容も多い。
このあたりは意識して言っているのか、それとも無意識なのかは定かではない。
しかしもし意識的に、または故意にそういったことを発しているのであれば許しがたい。
 大会によっては今後このチームを呼ばないという意見も出ているそうだ。
アパッチでなくてよかった。
でも少し反省。

プロスポーツならばヤジはある程度は仕方ないこともある。
それで飯を食っているのだから、そんなことでつぶれていてはどうしようもない。
しかしわれわれはアマチュアしかも小学生。
 全国大会のような大きな大会でなんとしても優勝したい。
そのためには手段を選ばずなら、まあ制限つきで認めることもある。
でも全国大会レベルなら、逆にそのあたりは大会本部で厳しく監視されると思うが。

ベンチや、観客の声援にもいろいろある。
 「いちばん○○、当たれば飛ぶぞ、きっと打てる～」
これなどバッターボックスに入る選手を鼓舞する上でいい声援だ。
 「出てきたぞ、出てきたぞ、内の大砲出てきたぞ。レフトはあそこでいいのかな～？・・・」
 ９番バッターの選手にこの声援は面白い。

しかし逆に大勝しているチームの攻撃中、相手がまたしてもエラー。
ライトの４年生がベソをかいている。
そのとき、
 「もうけた～、もうけた～、相手は損した！」
エラーした選手のキズ口に塩を塗りこむような歌に何の意味があるのか。

 四球連発の自チームの投手が久し振りに相手下位バッターから空振り三振をとった。
 監督が得意げに、「ほら見てみろ、ストライク投げてたら打たれることはないんやから」
これならまだ許せるかな。
 「ほら見てみろ、ストライク投げてたらこのチームに打つ奴なんかおらんねんから」
これは過去に、実際にアパッチ監督として私が経験した相手監督の言葉。
サードがエラーをした。
 ３塁ベンチに陣取った相手監督が
「また、やった～！さあもういっちょう！」　　
これもある強豪チームの最近の話。

わたしはアパッチには、基本的に相手チームのことを揶揄するヤジは一切させない。
わたし自身も言葉は上品ではないし、口汚くののしることもある。
 態度はでかいし、顔も怖い。（！？）
しかし相手チームは相手チーム。
よほど礼儀に反することをしない限り、叱ることもしない。
そして自チームに制限することを、相手チームに強制することもしない。
 相手には相手の考えがあるのだから。

でもマナーや道徳はある程度常識範囲内で守らなければならないことは共通していると思う。



2013.5.21　５・５こどもソフトボール大会決勝（１） 

５月１９日（日）
 ５・５こどもソフト決勝トーナメント。
 体調はあまりおもわしくなくないのだが、アパッチにとって２連覇がかかった大切な大会。
と同時に、岡田氏が都合悪く、またキッチンカーが来るということでこれは休んでいられない。
そんなわけで朝５時半起床し、６時２５分遠沢公園に集合し、出発。
 今日もＡコートの責任を任され、準備におおわらわ。

アパッチは今回Ａブロックという抽選組合わせであるが、この４５学年制はどこが強いのか判断基準はむつかしい。
 当然エースピッチャーが中心となってくるのだが、やはり下級生を含めた総合力も大きな要因。
しかし、予選の結果から考えてみても、このＡブロックはいちばんの激戦。
もっとも苦しい死のブロックになったのは間違いない。

アパッチは第２試合から登場で、初戦は東小橋戦。
 初戦から大難敵！
 昨日の交流大会でも加島に１－０で勝利し、その勢いそのままでアパッチにぶつかってくる。
 先日のＭＯＳＬリーグ戦でも、いくらこちらが５年生チームとはいえ負けは負け。
 投手を中心に守備は堅く、まとまり・チームワークはＮＯ１だ。
アパッチは先発で６年生が５人、４・５年生が１人ずつ、３年生が２人という陣容。
しかし３・４年生はどのチームの選手と比べても素晴らしくできが良い。
 酒井監督・岡橋コーチとも想像以上にこの初戦を心配していたようだが、
 柳本の肱が少し心配だったが、わたしには勝算があった。

 先攻はアパッチ。
トップの柳本がレフトへ。
レフトがもたつく間に悠々２塁をおとしいれる。
このときの東小橋監督の落胆と怒りの顔。
わたしには勝利が７０％見えた瞬間だった。
 貫志の内野ゴロに処理を誤った小橋内野陣のミスで１点を頂戴した。
 東小橋打線は柳本をかなり研究していた。
 初回もうまくバットを合わせられ、２安打されたが、そこは負けん気の強い柳本が得点を許さなかった。

 ４回を終わって１－０というスコアー、残り３５秒というところで５回に突入した。
 ５回、先頭の柳本を警戒の余り四球をだしたことで、アパッチに流れが大きく傾いた。
 酒井・橋本の連打でつかんだチャンスを、藤原がナイスバッティングの２点タイムリー。
この時点で勝負ありとだれもが思い、最後の守りに入る。

ところが好事魔多し。
 ８番バッターにライトへあたりそこねの２塁打を許してしまう。
 ９番は三振にしとめたが、打順は上位へ。
 昨日も最終回に加島からサヨナラ勝利した東小橋打線が勢いづいた。
 １番バッターを三振に切ったが、２番は小柄な５年生のショート。
 初回もセンター前に素晴らしいバッティングを披露している。
ここは要注意。
ここで終わらせないとクリーンアップが待っている。
しかしやや高めの球をクリーンに振りぬきセンター前に。
これは、ナイスバッティング、打ったほうがうまい、やるな５年生。
 続く３番はかすったあたりがライトの線上へ、４番は流れの勢いに乗せ、センター前にクリーンヒット。
 ２点を還され、２死２・３塁の一打逆転のピンチ。
さすがのヤナもアップアップだったが、顔にはまだ笑みが。
 最後は５番を投手ゴロに抑え勝利したが、ひやひやの試合。
でも私には、簡単に３－０で勝利するより、緊張感をもたしてくれた辛勝のほうがこのあとのことを考えると
よかったと思った。



2013.5.23　５・５こどもソフトボール大会決勝（２）

２回戦は生魂戦。
 先のＭＯＳＬでも対戦し、お互いに十分戦力が分かっている。
 当然投手戦は必死で、１点勝負は見えている。
チャンスは一度。
どちらがモノにするか。

 先攻はアパッチ。
この試合もトップは柳本。
たちあがり、自分の調子もつかめていない先頭打者の打席に柳本が立つ。
 相手投手にとってこれはきつい。
 監督も歩かせて欲しくないが、簡単に勝負にいくのは怖い。
だから単打なら良しというところかもしれない。

この打席はセンター左へのあたり。
 野手がすこしもたつく間に２塁まで進む。
このあたり柳本のスキのない走塁が光る。
そして貫志が送り、橋本が還す。
その上このｲﾆﾝｸﾞは、５番藤原のタイムリーも飛び出し2点を先制することが出来た。
いつもいつもこう上手くいくとは限りないが、今日は出来すぎだった。
2回以降、なんども走者を出すが、生魂エースの踏ん張りで追加点を奪えない。
エース柳本も生魂打線にバッティングをさせず、見事完封勝利で準決勝に進んだ。

 準決勝は東中川ドリームス。
 申し訳ないがＢゾーンは玉造が勝ちあがってくるものと思っていた。
 初戦、その玉造・東中川戦は激戦のすえ、延長タイブレーカーで東中川に軍配があがったそうだ。
これは要注意。

たしかに投手もまとまっているし、なかなかチームの雰囲気もよさそうだ。
しかし今日のアパッチは違った。
さすがに本日3試合目で、決勝戦を考えた場合、柳本をどこかで休めなさせてやりたい。
そのためにも先取点をとり、相手を早くあきらめさせなければいけない。
 表現は悪いが、優勝するための4試合の流れを考えると、この試合でしか休むことができないのだ。
 高校野球でもいちばん面白いのが、準決勝といわれる。
いろいろな勝負のアヤがあり、監督の采配の妙が見られるわけだ。

しかし好調アパッチ打線は初回に東中川エースに襲い掛かる。
 ５安打で３得点という望外の先制。
これで柳本は楽になった。
 当初の予定通り２回を投げきり、あとを森に託した。
アパッチ打線はその後も攻撃の手を緩めず、４回には藤原の特大のホームランも飛び出すおまけつきだった。
リリーフ森もヒットは許すが、安定したピッチングで得点を許さず、見事完封リレー。
 決勝進出を果たした。

決勝戦は予想通り天野が原オリオンズ。
予選の試合を拝見している限り、私の目にはいちばんの強敵と映っていた。
アパッチのＢチームが敗れたというだけではなく、予選の豊里Ａとの対戦では、かなりの速球派の豊里エースを
苦にせず２点を奪い、引き分けであったがその攻撃陣の破壊力は目を見張るものがあった。
コーチ陣も例年を考えると倍以上の参加で、かなり気合がはいっているように思った。

試合は一進一退の攻防で３回を終了し０－０．
途中には３年生金本の超ビッグプレーがあったりしたが、残念ながら雨天のためやむなく３回コールドゲーム。
引き分け再試合ということになった。

少し気勢をそがれるが、エース柳本にとってはいい休養。
ベストの状態で２連覇に向けて挑む。
6/15が待ち遠しい。
 
   



2013.5.27　第12回住吉区少年ソフトボール大会

5/26住吉区少年ソフトボール大会。 大阪市子連大会優勝をめざしてのまずは第一関門。
アパッチが２チームエントリーして5チーム。驕り昂りはよくないが、区大会であたふたしているようではいけない。
10数年前は、遠里小野・苅田・山之内などソフトボール盛んで、清水丘にとっては、区での優勝は夢のまた夢、
市子連優勝など想像だにしなかった。しかしそれからチーム作りがうまくいき、今や市内でも強豪と言われる
までに成長をとげた。区内の他のチームには申し訳ないが、ここで無様な試合をしている場合ではないのだ。
ということで、A・Bの2チームをエントリーしているが、どちらも負けるわけにはいかない。
いつものことながらこの大会、ルールや運営方法に、首をかしげることが多い。
とにかく自分勝ってで、もう少し子供達のことを考えてやらないと、ジリ貧になるのは明らかだ。

まずBの初戦、vs苅田北ブルースカイ。以前は大阪市内のソフトボール関係者なら知らない人はいないほど、
その名は轟いていた。私も若かりし頃、何度も苦渋を舐めさせられた相手だ。しかし今は、子供会活動が中心で、
ソフトボールはこの大会に向けてチーム編成したにわか作りらしい。アパッチは森・中橋奎の四年生バッテリー。
初回に11点(まだ1アウトであったが、終わりそうにないので、攻守交代の特別ルール) スピードはないが、
制球抜群の森は安定したピッチングで完封勝利。

Aの初戦は遠里小野連合。
いくらやっても勝てなかった遠里小野も、少子化の影響もあり、部員が集まらずチーム編成もままならない。
しかしとにかく初戦でもあり、先発はエース柳本。どう転んでも点を取られることはないだろう（遠里小野さん
ごめんなさい）と思って試合に臨んだ。アパッチの先攻、9点ゲット。しかししっかりバットに当たったものは
ほとんどない。四球やエラーやボテボテ。日頃速球投手に対戦することが多く、こういう軟投派というか中途半端な
投手にはからっきし弱い。と言って超速球投手も打てないが。いずれにしても打撃に関しても課題は多い。
この試合は数えられないくらいの四球をいただき（決して四球を選んだわけでなく　３－０からでも好球が来たら
打てのサインだったが）とにかくストライクがこない。
 柳本・菅のリレーで無安打試合。まずはＡ・Ｂとも１回戦突破。

2013.5.27　第12回住吉区少年ソフトボール大会 その2

ともに1回戦を危なげなく勝利したが、どうにもスッキリしない。
まずルールがはっきりしない。
明記されているのが、ボールデッドのときはテイクワンベースとするということくらい。
これとて、通常のテイク2ベースの解釈がわからないので、我々からクレームがつくのを恐れ、彼らの
「 ワンベース 」としたかったのだろう。この大会が、大阪市子連ルールに準ずるというのをうたい文句にする
以上これはおかしい。ベンチに椅子をおいてはいけない。テントを立ててはいけない、だって。
この暑いさ中、熱中症を気をつけてやらねばならない時に、なぜテントがいけないのか。
おまけに自分たちはテントの中で、椅子に座りふんぞり返っているではないか、試合中の選手や保護者が
かわいそう。

いろいろ文句を言いたいが、ここはぐっと抑えて観戦。
そしてある試合、内野ゴロで、ショートが悪送球、ファーストが取れずボールがデッドゾーンを超える。
審判団全員が「ワンベース」と言いながら2塁ベースを指す。私は笑った。
それがテイク2なんだよ！1塁に達していない打者は、その1塁と次の2塁塁までの安全進塁権が与えられるのを
テイク2と表現するんです。この場合、野手が投げるより先に打者が1塁に達していた時は、その1塁から2つ先の
3塁まで認められるということが彼らは認識できない。だからそのことをわれわれに注意されるのが嫌で、
テイクワンベースを採用するという表現をしているのだ。どうにも自分たちの勉強不足を棚に上げて、われわれの
行動を制限するというのは納得できない。20年前私がこの大会を取り仕切っていた時（住吉区子連の副会長、
翌年区青指の事務局を担当していた）は、もっと整然とまとまった大会だったと思う。

2回戦、A・B ともにvs南住吉。
6年生がいないのだが、5年生が17人もいるらしい。（来年ちょっと警戒かな）
 相変わらず元気いっぱいのこどもたちだ。
Bチームは苦戦かなと思ったが、序盤に得点を重ね、試合を優位に進める。
 終盤内野に乱れがあり、3点を取られた。
 湧き立つ南住吉ベンチ。しかし大勢は変わらず、勝利、Bチーム連勝で決勝進出決定。

この時点で、私は実は軽い熱中症のような感じだった。
その上、ここから私の血圧がまだまだヒートアップすることが続く。



2013.5.31　第12回住吉区少年ソフトボール大会　その３

そして迎えた最終戦
 Ａチームの相手は南住吉。
このチームともお付き合いは長く、３０年以上になる。
こどもの数は多く、いつもどこの子を出そうかと監督が迷うような、他のチームが聞いたら羨ましい悩みを持っていた。
 今年も６年生がいないが、５年生が１７人ということで、おそらく来年は監督は直前まで悩みぬくことだろう。

 初回南住吉の攻撃、先頭バッターを簡単に三振でしとめたが、２番にはボテボテのファーストゴロ。
しかしその処理したボールを、１塁手と２塁手がお見合いしているうちに１塁セーフ。
オイオイ。
まあしかしそれはそれでミスはだれでもある。
そのあと、２盗を許したあたりで、少しからだが熱くなって来る。
そんな簡単に盗塁されるのか！
そしてその後すぐ、キャッチャーが落球した間に３塁まで、うまく対処しタッチすれば微妙なタイミングだったが、
これもらくらくセーフ。ウ～～～ン！！
 １死３塁。
 湧き立つ相手ベンチ。
 １点でも取られたら負けと思えと試合前に選手に言ってある。
どうなる。
しかしここはさすがエース柳本。
 ３・４番を懇親のストレートで三振に斬って落とす。
その後も３回2死まで７連続三振の圧巻のピッチング。

攻撃といえば、初回は藤原のタイムリーなどの2点どまりだったが、2回は打者一巡の６安打で7点を奪い試合を決めた。
最終回に酒井のセンター前タイムリーで10点差になったところでコールド勝ちとなり終了。
なんとか面目躍如、しかし序盤での圧勝とはならず、アパッチらしさが出た試合だった。

さあ、決勝兄弟対決実現。
中橋ブラザーズを中心としたＢチームが、エース柳本をいかに攻略するか、非常に興味湧く対戦だったが、準決勝
終了と同時に主催者側が後片付けをしだした。「エ～ッツ？」
 確認すると、得失点差で優勝がＡチームとのこと。
そんなこと要綱にも書いてないぞ！
アパッチＢチームのコーチ陣が抗議に行ったが、もちろん、本部は聞く耳を持たない。
清水丘のＡ対Ｂの試合は意味がなく、無視されるであろう事は予想された。
私が猛抗議にいけば試合は実現できたかもしれないが、熱中症の症状が出掛かっていた私には抗議する元気も
なかった。ということで今日はこれまで。
で、いっぺんに身体がしんどくなり、ベンチに力なく座り込み、そのあとの記念撮影にも参加しなかった。
（家に帰り、夕食もとらず、19時には倒れこむように就寝。だって翌日は東京出張、その3日後は韓国が待っているのだ）

とりあえず、大阪夏の陣への参戦権利は得た。
 問題はまだまだある。
 例年通り、これから暑さ対策を考えながら、個々の能力アップを図る。
じょじょにチームをいじめながら敢えて調子を下げて行き、7月上旬に底に持っていく。
そしてそこから上へと転じ、8月下旬にトップへというのが私の展望。
なかなかこの通りにいかないと思うが、これが計画というものだ
 トップの状態を維持するのが難しいし、息切れする。
したがって自分で、山・谷をつくるのがいちばんいい。
わたしが実際に体験してきた指導方法。

さあ、夏の陣目指して、頑張れ！アパッチ！！



2013.6.3　鶴山台遠征 

6月1日（土）
 今年度から始まった土曜授業。
1学期2度ほど実施されるということで、今日がその日にあたっている。
ということで午後から鶴山台さんにお邪魔しての練習試合をお願いした。

13時10分予定より10分遅れで現地到着。
 浜寺イーストＶＳ鶴山台の熱戦が繰り広げられていた。

もともとアパッチは大阪市内のチームとの交流が主体で、八尾や大東市との交流があるわりに、堺市のチームとの
交流はあまりなかった。ようやく去年、泉州リーグとの交流戦をきっかけに鶴山台さんとのお付き合いが始まり、
今年度この浜寺イーストさんと知り合った。どちらもしっかり練習をされ、指導者も立派な方々ばかりだ。
アパッチが見習わなければいけないことも多い。

 初戦はイーストとのＡ対戦。
 前回（4/28)の対戦では、Ａ1勝1敗だった。
 柳本のことは先刻承知。
がむしゃらにむかってくることは想像できた。

 序盤に3点をいただき、ヤナも絶好調とはいかないまでもスキを見せない投球でこのままと思っていた。
しかし3回に2死から、いやなあたりの内野ゴロが二つ続く。
どちらもうまくさばけばなにも問題なかったのだが、えてしてこんな後が怖い。
そして３番・4番にうまくあわされ追いつかれる。
 抑えてやろうとむきになり、一本調子でストライクを投げ込む、ここがヤナのいいところでもあり、悪いところでもある。
その裏、さよなら勝ちにもちこんだが、反省点も多かった。

 Ｂ（Ｃ？）対戦をはさんで鶴山台とのＡ対戦。
この試合は中橋佑の先発。
なかなか速球に磨きがかかり、いい感じになっている。
もう少し投げ込めば、夏の陣には立派な第2エースとしていけると思う。

 先頭バッターをストレートで追い込み、最後はファーストゴロ。
いいね～！
ストレートが結構速い。
2番バッターも追い込む。
 打った、レフトフライ。
・・・・・・落球。
エラーはよくあること、しかし必死でプレーした積極的なミスはしかたない。
でもこの場面で平凡な小フライを・・。
あきらかに中橋佑の表情が曇った。
そこからピッチングが大きく狂う。
ストライクが入らない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ２つの押し出しを含む、6四球で5失点。
この時点で、アパッチベンチは沈んだ状態で攻撃に移る。
これは無理。
 誰かひとり、から元気でもいいからみんなを鼓舞できるようなムードメーカーがいればいいのだが。
 結局反撃ののろしをあげることなく終了。
 反対に2回から登板の柳本のピッチングを見て、鶴山台打線が必死に喰らいついてくる姿が素晴らしかった。
この姿勢を見習わないと、アパッチのステップアップはない。
いつも言う「負けて覚えるソフトボールかな」
しっかり頭に叩き込んで、次に活かして欲しい。



2013.6.5　韓国旅行 

5月28日（火）～30日（木）2泊3日で半年振りに韓国旅行に行った。
昨年は青指の仲間10人ほどを連れての案内人だった。 今回は家内と家内の妹夫婦を連れて行った。
4年前にも一度家内と一緒に「冬のソナタツアー」を満喫したのだが、
今回の妹夫婦は、海外が新婚旅行以来（約30年ぶり）ということで、とにかく期待に胸ふくらみ破裂しそうという状態。
わたしのことより、いかにみんなを満足させるかというのが課題だった。

しかし体調がおもわしくない。 前々日の日曜日に軽い熱中症になり、月曜日に東京出張。
しかし楽しみにしていた旅行でそんなそぶりをみせると、みんなが楽しくない。

ホテルはロッテホテルの新館。
おまけにコネクティングルーム（隣同士の部屋で、中で行き来できる）。
そして貞洞劇場・ＮＡＮＴＡ・キムチ教室・ヨモギ蒸しエステ・第3トンネルとオプションがいっぱい。
こりゃ楽しくないはずはない。それに加えて、専属のガイド（私の大好きな朴さん）・運転手付き。
3日間のタイムスケジュールも自分で組み立てたものでバッチリ。
私の楽しみは、自分で組み立てたスケジュールが狂いなくうまくいくことと、みんなが喜び満足してくれること。

初日残念ながら少し雨模様。でも移動は全て車だから、たいして気にならない。
機内で軽食は出たが、おやつ程度。ということで、すぐに粥定食専門店で腹ごしらえ。
仁川の店で食べたが、そこのキムチは余り上手くなかった。妹の旦那の半ちゃんは大のキムチ好き。
やはり期待はずれなのか、さかんに首を振りながら、納得のいかない様子。
「ここはあまり美味くない、夜を期待してね」わたしの言葉に静かにうなずいていた。

 国立中央博物館・昌徳宮・仁寺洞とお決まりの観光コースを見物した後、
ホテルにチェックインし、休憩後、韓定食を食べに車で移動。 
やはりホテルの部屋はきれいで、最高の状態だった。 
コネクティングルームも最高！ このよさが分かってくれるのかな？ 

韓定食は食べ切れなかった。 
次から次へと出てくる食材はなかなかの美味であったが、とにかく量が多い。 
そしてキムチは昼よりましだったが、まだまだ納得いかない。 半ちゃんも同様の思いだったようだ。 

その夜の貞洞劇場の美笑はよかった。 
 昔の韓国情緒が表現されて、1時間半の内容を起承転結上手くまとめてあり面白かった。 
 明けて2日目、朝食は楽しみにしていたロッホテルの超人気店「ラ.セーヌ」。 
バイキング形式だが、そんじょそこらのバイキングとバイキングが違う。 
とにかく広いスペースで和・韓・洋・中なんでもある。 
おまけに各所で専門の料理人が作ってくれる。 そりゃ美味くないはずがない。 
他のホテルに宿泊しているひとも大勢おしかけてくるので、8時を過ぎると入り口に行列ができる。
キムチも美味い。 やっと半ちゃんが納得の笑顔でひとこと「ここは旨い！」 よかった。

 朝食後、私と半ちゃんの男性組は第3トンネルツアー。 
 家内と妹の女性組がエステと買い物ツアー。 
2班に別れてのコースはそれぞれの好みを満喫できた時間だった。 

そのあと14時に合流し、全員でキムチ作り教室（Chongga Kimuchi World)。 
ひととき韓国人の心を感じ、キムチつくりに熱中する。 
できあがったポッサムキムチはなかなか美味かった。 
そりゃ材料がいいのだから美味いのは当たり前なのだが。（腕はほとんど関係オプソヨ） 
その後、夕食で焼肉に舌鼓をうち、20時からはＮＡＮＴＡ劇場へ。 
 昨年とは違うグループであったがやはり面白かった。 
 数々の思い出をつくり韓国旅行を終えた。 
あと2度は来たいな。 
 率直な感想だった。 
 改めて勉強しなおしている韓国語会話も少し実践できた。 
でもついつい英語でごまかしてしまう。 
しっかり学んで、次回はもっと流暢に話しが出来るようになっていたい。 
 楽しかった、でもちょっと疲れたナ。



2013.6.10　狭山同好会ラッキー大会

6月9日（日）
 狭山同好会ラッキー大会にご招待を受けた。
もともとはドリームファイターズ阪口氏を通じての話らしいが、西山台フェニックスさんからお声かけいただいた。
 Ａ・Ｃチーム参加で、今のアパッチの実力を測る絶好のチャンスでもあった。

 当日抽選で、Ａは狭山ラッキーズと西山台フェニックス
Ｂは小松連合と千早赤阪サンダーズ。

 最近のＡチームは、エース柳本の先発登板試合では14連勝中。
しかしその中身は、絶対的に相手を押さえ込んでの勝利ではなく、うまく相手をかわしながら、
ワンチャンスをものにしての勝利が多い。
 柳本にしても、最近微妙な制球が効かず、少し苦労している。
 球威ももう一つ上のレベルに至っていない。
 日ごろの対戦相手ともそんなに差はなく、そういった勝ち方で文句はないのだが、ひとつ歯車がかみ合わないと、
ズルズル行きそうに思っている。その上、内外野とも守備に不安を残し、貪欲に1点をもぎとるという点でまだまだ。
 同じＯＳＦＬの仲間の城北との違いがここにありそうだ。
 今期はまだ城北との対戦はなく、6月の22日の初顔合わせが非常に興味深いところだ。
もっとも向こうは菊花大会も勝っているチャンピオンチームである。
 無冠のアパッチがえらそうなことを言える立場ではない。

 初戦、狭山ラッキーズは洗練された素晴らしいチームだった。
 柳本の球をなんなくはじき返してくる。
 特に１・3番バッターのスウィングは抜群。
 試合はいったん逆転されたものの、集中打で再逆転し勝利したが、アップアップの状態だった。
しかし試合後ふりかえると、今期のなかでもベストゲームにあがってくるかと思える好ゲームだった。

2試合目はホストの西山台フェニックス戦。
 強豪を自他とも認める素晴らしいこのチームも、今や部員不足で大変だそうだ。
この試合も序盤に苦労してとった2点のリードを、緩慢なプレーで一瞬にしてふいにし逆転される。
 終盤にひっくり返したが、この失点が尾をひき、失点差で2勝しながら決勝戦に進めなかった。
やはりこういった甘さをなくしていかないと大阪市でトップに上れない。

 Ｃチームは絶好調。
 今期Ｂ・Ｃ対戦は18戦して今だ1敗のみ。
エース森の安定感が抜群で、無駄な四球をださない。
4年生で与四球1試合2個未満というのは素晴らしい。

1試合目小松連合、2試合目千早赤坂とも与四球は一つずつ。
 打線は村上・金本・細川・西埜・森の上位打線に　中橋奎・藤原雅・辻部の下位打線がうまくかみ合い、
得点を重ねていく。守備でも捕手中橋奎の抜群のインサイドワーク、ショート3年生金本の好守備が光り、
失点を防いでいた。２試合とも圧勝で決勝進出決定。
 Ａ・Ｃとも2連勝でなんとか面目を保つことが出来た。



2013.6.11　狭山同好会ラッキー大会　その２ 

Ｃチームの対戦相手は狭山東ファイヤーズ。
 全くの初顔合わせだが、チームの雰囲気やコーチングスタッフの感じからしても、強いというのがよくわかる。
 組織がしっかりしているチームに弱いチームはない。

アパッチ先攻、まず先取点が欲しいところ。
 先頭の村上がショート内野安打で出塁。
2番の金本の内野ゴロの間に二進。
3番細川、打つ気満々だったが、はやる気持ちを抑え四球を選ぶ。
4番西埜は倒れたが、5番森が痛烈な2塁ゴロが内野安打になる間に二人が還り2点を先制。
そしてすぐさま盗塁し、次の中橋奎の内野ゴロで3点目のホームを踏んだ。

しかしその裏、エース森は予選2試合、完璧に投げきり、ボテボテの内野安打を2本打たれただけだったが、
さすが決勝進出チーム、トップバッターに右中間に運ばれた。
センター細川が上手く回りこみ2塁打で止める。
ここは派手ではないが細川のナイスプレー。
2番にショート内野安打を打たれ、無死１・３塁。
このあと森・中橋奎バッテリーの珍しいWPで1点をとられたが、次のショートへのむつかしいライナーを金本が好捕し、
矢のような送球で1塁ランナーを刺しダブルプレー。このビッグプレーで流れを引き戻すことに成功した。

その後の森はヒットは許すものの要所を締め、得点を許さなかった。
 逆に4回、ヒットをつなげ、最後は藤原雅のホームランでだめを押した。
 見事優勝、立派な成績だった。
 森・中橋奎のバッテリーがしっかりしているのがいちばん。
 内野外野とも人材は揃っている。
しかしまだまだ、２番手投手にしても外野にしてもこれからだ。
 今の成績に満足することなく、邁進して欲しい。

さあ、残念ながら決勝には進めなかったけれど、全勝のまま3位で締めくくりたいAチーム。
 相手はこれまたは初の東陶器。
 序盤は一進一退の0-0.
３回に３塁まで進めるも無得点。
その裏東陶器の攻撃。
 本日制球に少し乱れのあるエース柳本がこの回先頭の８番に四球。
これが致命傷で９番にレフト前に運ばれ、無死１・２塁のピンチ。
トップに戻り投手ゴロで３塁封殺。
これでなんとかなったかなと思ったが、次の内野ゴロで２死２・３塁。
と、ここで痛恨のパスボール。[ 0-1 ]
４回、必死に食いさがるアパッチは藤原・橋本の連打で無死２・３塁の大チャンス。
WPで難なく同点に追いつくが、１死３塁からまたまたWPで３塁ランナーがホームへ。
アウト。
まあ、タイミングは微妙だが、贔屓目ながらベース上でのタッチはセーフだと思ったが・・・。

その裏、またもや先頭打者に死球を与え、自らピンチを演出し盗塁を許してしまう。
ここで盗塁を決められるというか、盗塁を試みられるところに問題がある。
そして内野安打２本でサヨナラ負け。

 今日の反省としては、個々の力は確かに上がってはいる。
しかし肝心要の勝負へのこだわり、必死さが足らない。
このボールをとらないと負ける。
 次のボールをどうにかしないと点が入らず負ける。
そういう気構えがもっと欲しいナ。



2013.6.13　大阪夏の陣への道 

毎週末、各区で予選が繰り広げられている。
 大阪市内のソフトボールチームはほとんどこの大会を目標としていることは間違いない。
 今日現在情報が入っている区は７つ。
いずれも各区を代表する実績あるチームが名乗りを上げている。

 天王寺区。
ここには大阪夏の陣でもおそらく優勝候補になるであろう、五条パレスが最右翼だと思っていた。
 全日本大阪市予選でも２年連続で勝利し、この夏の陣でも優勝をねらうアパッチにとって大きな壁になるであろうと
想像していた。しかしその大きな壁によじ登り、見事難敵を倒したのが生魂子ども会だった。

 生魂チームとは今期もMOSLや練習試合でなんどか対戦したが、エースの球の走りが抜群に良い。
そしてチーム全体のまとまりも素晴らしい。
アパッチと対戦したときもワンチャンスをものにできたこちらが勝利しているが、その差は紙一重。
 大阪夏の陣では、この五条を倒した勢いでくるであろうから、要注意チームであることは間違いない。

いずれにしても、一戦一戦が勝負だが、優勝するためには最低４試合、クジ次第では５試合戦わないといけない。
 ９月１日といえばまだまだ夏の盛り。
 暑さとの戦いでもあるわけだ。
 毎年優勝チームは、控え投手を使うことなく、ほとんどエースが投げきっている。
もちろん、アパッチもエース柳本に託したい。
 投げろといえば、負けん気の強い柳本は投げるに違いない。
しかし私はあえて全員野球で勝利したい。
 誰が２番手投手に名乗りを上げるかわからないが、菅・中橋佑・工藤・森と駒は豊富だ。
みんなで打って、みんなで守って、総合力で優勝できればこんなに素晴らしいことはない。
そのためにも、これから夏場にかけて、自分の課題を克服するためにも有効な練習をしていかねばならない。

 ３年前優勝、２年前３位、昨年ベスト８と少し右肩下がりの成績である。
 今年は、城北と並んで優勝候補にあげられるであろうアパッチにとっても、再びめぐってきたビッグチャンスの年。
 今何をすべきかということを、選手自信が認識して取り組んで欲しいところだ。
あと２ヶ月半、やるべきことは山ほどある。



2013.6.18　５・５こどもソフト大会決勝 

６月１５日（土）
 雨で流れた５・５大会の決勝。
 会場は大和川河川敷で対戦相手は天野が原オリオンズ。
 １番から８番まで６年生を揃え女子が２名（４年生扱い）そして９番が１年生。
こういう極端なメンバー構成も面白い。
とにかく８番まで息が抜けない。
 ９番も的が小さくて、投手からすると投げづらい。
 （最初から四球狙いで、１球も振ってこないから、ストライクが３つ必要）

 初回に、先頭打者に三遊間を抜かれ（フットワークよく飛びついて欲しかったな）、２番の送りバントを名手柳本が
２塁へ悪送球。３・４番を三振に打ち取ったが、５番のファーストゴロをさばききれず、先制を許してしまう。
その裏１死２・３塁のチャンスをモノに出来ずいやなムードだったが、
 ２回工藤のレフト前ヒットのあと、７・８番が倒れこの回もだめかとあきらめかけたが、９番宮本がファースト強襲の
ヒットで柳本につないだ。ひょっとしたら、この場面の宮本のバッティングが最大のヒーローだったのかもしれない。
 柳本が期待に応えタイムリーをはなち同点に追いついた。

 ３回はともに１死２・３塁の同じ場面を迎えるが、両投手の踏ん張りで得点なし。
そしてついにタイブレーカー（無死満塁）に突入する。

 ４回の天野が原は６番から。
 １打席目のバッティングを見る限り、問題ないと高を括っていた。
しかし初球の外よりの高め、思い切って振ったバットにボールがあったような感じで、ライト戦へポトリ。
 ２点を失う。
 少し気落ちした感ありありのアパッチだったが、裏のアパッチの攻撃は８番から。
ダブルプレーさえさければ柳本に回る。
 ２点差ならばこちらが有利。
わたしの頭の中には勝利の構想が浮かんでいた。
ここはこれで凌がなければ。
エースヤナにその思いが通じたのか、後続を三者三振で締めた。

ヨーシやった。
 後は変なあたりでランナーが飛び出したりしないことだけ。
 先頭は金本。この３年生も動じない。
 ６年生エースに３年生が挑む。
しっかり振ったバットから快音が響き、セカンド前に。
セカンドはなんとか捕球するも、一瞬の躊躇で１塁もセーフ。
 １点差。
 ９番宮本、投手ゴロで本塁アウトだが、懸命に１塁に走りダブルプレーは逃れた。

さあ、柳本登場。
この段階で８割がた勝利を確信できた。
しかしこの場面でバッテリーは絶妙の配球。
さすがの柳本も泳がされ内野フライで２死（満塁）。

 次打者は貫志。
バッターボックスに入った顔は鬼のような形相になっている。
 同時に緊張のあまり、目に涙を浮かべている。
いいぞ！やったれ！
かなり微妙なボールもしっかり見極め押し出し四球を選ぶ。（同点）
この大事な場面で、はやる気持ちをおさえ四球を選べるのは練習の賜物。
 値千金の四球だった。

ここで登場は橋本。しばらく打撃不振、守備でも精細なかったユウヤだったが、
ここ数試合ようやくあたりを取り戻してきた。
アパッチにとっては願ってもない打者を送り出した。
そして見事に期待にこたえ三塁強襲のサヨナラ内野安打！
あ～、しんど！

 両チームにチャンスがあり、ともに投手の踏ん張りで素晴らしい試合だった。
アパッチにとっては昨年に引き続いての優勝で見事２連覇という偉業を達成した。

やっぱり優勝っていいな！



2013.6.20　練習試合　ＶＳ 豊里連合 

６月１６日（日）今日はダブルヘッダーで練習試合。
 午前中は東淀川の豊里連合、午後から八尾の長池カイザース。
 豊里連合は昨年の大阪市大会ＮＯ１で、長池は同じく昨年八尾市のＮＯ１チーム。
 １日で両ＮＯ１チームとの対戦とは、ずいぶん無謀な試合の組み合わせ方をしたものだ。
ひとごとのような言い方だが、私自身が組んだのだが。

 豊里連合はこの少子化の時代のなか、たくさんの部員を抱え、抱負な戦力を武器に力で押してくる。
しかし力だけでなく、攻守にこれといった欠点を見せず、穴のない大阪市でも数少ない総合力のチームだ。
 今年はどんなチームに仕上がっているのか。

 先日の５・５大会では、アパッチＡ対豊里Ｂ、アパッチＢ対豊里Ａという皮肉な組み合わせだった。
 結果はともにＡチームの勝利だったが、残念ながら豊里チームでは、Ｂは得失点差で決勝に進んだが、
 Ａチームは予選敗退という結果だった。

 １試合目はＢ対戦。
 今日は森・中橋奎のバッテリーが休みということで、投手は中橋佑、捕手に藤原を助っ人に起用した。
 先発佑斗、球が高い。
 球威があるため、高めの球も相手打線が振ってくれているため大事に至っていないが、高めを捨てて見極め
られると大変苦しい戦いになることは予想できた。

 ２・３回と２点ずつをとり、有利に試合を進めていた。
しかし２・３回と案の定、高めを捨てろというベンチの指示が聞こえている。
 「やっぱりばれたな」
 四球こそ３回まで一つなのだが、ボールを見られ、カウントを悪くしてから真ん中におきに言った球を痛打される。
この悪循環で、３回はいっきに４点を奪われ逆転。
 Ｂチームとしては久し振りの敗戦だった。

あとで伺うと、５年生が１４人もいるそうだ。
 ６年生レギュラーと比べても、５年生のほうがある意味強いらしい。
 来年は恐怖のチームになりそうだ。あ～いやだ、いやだ！

 ２試合面はＡ対戦。 投攻守にまとまりがあり、すべてにおいてスキがない。
さあ、柳本がどんなピッチングをするのか楽しみな一戦になりそうだ。

 初回アパッチの攻撃。柳本の打撃は豊里チームも先刻承知。
ここは警戒のあまり四球をいただいた。酒井が絶妙のスリーバントで送る。
 簡単にスリーバントといったが、さすが貫志というバントだった。
そして橋本のホームラン（センターの拙い守備にも助けられた）、
その後、藤原ヒットのあと工藤のタイムリーまで飛び出し、３点の先行。

柳本のピッチング、初回を三者凡退にしとめたが、１・３番のセンターへの飛球はしっかりとられられたあたりだった。
２回、４番を攻め倦み、四球を許してしまった。
５番はレフト前へのポテンヒット、６番は当たりそこねのゴロだったが、内野の連係が悪くオールセーフの無死満塁。
この場面では顔色の変わった柳本が渾身の投球で、投前ごろの１-２-３ダブルプレー。
よしよし、しかしここから・・・。
ここで私からの「このケースで失点するケースが多いので注意！」
というアドバイスもむなしく、そのとおりのワイルドピッチで１失点。
データーは嘘つかない。
 数字が物語っているんだよな。

その後の３・４回とも豊里の迫力ある打線にタジタジのアパッチ。
１回をのぞいてすべて３塁まで進められるが、ここぞというとき柳本の気合がまさり、その後は４回の１失点のみに
踏みとどまることができた。４回戦の短い練習試合だったが、内容的には非常に厳しく濃いものだった。
 終わった後の虚脱感というか、疲労感は久々に味わったものだった。

 東淀川大会は６月３０日ということらしいが、よほどのことがない限りこの豊里チームが勝ちあがってくるだろう。
 来年のことを言うと鬼が笑うらしいが、来年の１４人の６年生チームにどう立ち向かうのか、今から頭が痛い。

いずれにしても、大阪決戦では強敵のひとつに違いない。



2013.6.24　強敵３チームとの戦い 

６月２２日（土）･２３日（日）
 ２日間で８試合、なかでもＡチームは城北・ＫＤＥＳ・五条パレスという大阪を代表する３チームとの対戦があった。

 ２２日（土）に城北小学校にお邪魔しての練習試合。
 今年度大阪府代表の全松原に主力を多数送り出しているＫＤＥＳ。
 先の菊花大会で見事な優勝を飾った城北ユニオンズ。
これからのアパッチの強化ポイントを見つけ出す上でも大変勉強になる戦いである。

 初戦のＫＤＥＳ．
 今期は従来の恵我連合に松ヶ丘が加わり、より強化された。
 特に昨年５年生ながら素晴らしいピッチングを見せていた松ヶ丘のジャンボエース君の加入は大きい。
しかし残念ながら肱痛ということで、先の全国大会まで大事をとって本日の登板はなし。

 ２回に死球・四球のいただいたチャンスで、９番新宮のレフトへのあたりを野手が処理できず、２点をいただいた。
エース柳本は１・２回と１四球のみのナイスピッチング。
 時間切れの最終回に８番への四球が拙く、２死からの内野エラーで１失点したが無難に抑えた。
 前回のＯＳＦＬの勝利に続いてＫＤＥＳに連勝したことは嬉しい。

 ２戦目は今期初の城北戦。
 例年になく６年生が４人と多く、今まで以上に苦戦するかなという思いではじまったＨ25年度であった。
 案の定、5・5以外は主要な大会でも上位すら進めないアパッチに対して、
 菊花大会で優勝という立派な成績・結果をだしている城北チビッコギャング（今年はチビッコではないな）
とにかく胸を借りる思いで試合に臨んだ。

 結果は両エースの投げあいで、ともにヒットは１本ずつ。
しかし決勝点となったサード強襲の処理はともかく、直前のバッテリーミス（ＰＢ）が痛かった。
このあたり、小さなミスが大きな結果となってくることをもっと強く認識しなければいけない。
いずれにしても0-1で敗戦。

アパッチにとってこの日の収穫は、Ｂ対戦での勝利だった。
 Ｂ対戦といえど、レギュラー戦にも出場しているメンバーが７人がこのＢ対戦で先発している城北に対し、
アパッチは中橋佑・工藤以外は来年のレギュラーも決定していない選手が多い。
さあ、どんな試合になるのか。

 予想に反し、中橋佑のピッチングはよかった。
 捕手である弟、奎侑との呼吸もバッチリで、うまく交わしていく。
 ３回に２安打され、そのあと一瞬気を抜いた瞬間ホームスチールで失点したが、それ以外は良かった。
 打線も３回まで工藤の１安打のみだったが、４回に細川のセンター前タイムリーなどで逆転した。
アパッチはベストメンバーではなかったが、現５年生以下では最強と思われる城北に勝利したことは、
来年に向けて手ごたえを感じる一戦だった。



2013.6.25　強敵３チームとの戦い　五条パレス戦

明けて６月２３日　今年度より実施しているＯＳＦＬソフトボールの日
 今日はＭＯＳＬとの合同開催で、グランドを２分し、両リーグ別々の試合を組んだ。

アパッチはＭＯＳＬのＡリーグで２試合、練習試合でＢ対戦が２試合。
 ４年生の主力バッテリーが抜けていたため、Ｂ（Ｃ）対戦は苦戦したがなんとか勝利し、Ａとあわせて全勝。
そして最終戦が五条パレスとの一戦。数チームがこの対戦を興味深く観戦していた。
 区大会で生魂に不覚（こういう表現をすると生魂には失礼でした）をとったが
実力的には大阪市ＮＯ１といっても過言ではないと思う。それほど走攻守まとまったチーム力を持っている。
アパッチにとっては練習試合とはいえ、しっかりした試合をしたかった。

先攻は五条パレス。エース柳本は気合の入ったピッチングで、強打の五条の上位打線に挑む。
１・３番を三振、２番を２塁ゴロに抑えた。いい立ち上がり、しかしこのままで終わるような五条打線ではないぞ！

その裏アパッチの攻撃。先頭は柳本。
 粘った後、最後は当てただけのバッティングだったが、ショートヘうまく運び、俊足を活かし内野安打。
おまけに悪送球で、ついでに２塁まで進むことが出来た。
 ２番酒井、素晴らしい速球で押してくるエースに対し、送りバントも簡単ではない。
ツーストライクと追い込まれたが、ここから貫志はしぶとい。先日の豊里戦でも決めたスリーバントを、この日も成功させ、
 １死三塁のチャンス。ここで登場は３番橋本。
しばらくの間攻守に精細を欠き、周りを心配させていたが、やっと自分を取り戻し、勝負強さを発揮しだした。
そしてこの場面は初球スクイズ。（素晴らしい！）
このあたりは酒井監督の苦心の表れで、選手が見事に動き、先制点を挙げることができた。

 １点を先制したあとのエース柳本のピッチングが注目されたが、４番を三振、５・６番を簡単に打ち取った。
このまま行ってくれ！

 ２回裏のアパッチは下位打線。簡単にスリーアウト。
とにかく相手エースは多彩なピッチングでバッティングをさせてくれない。
ストレートが速いのはもちろんだが、時にジャンピングスロー、とにきはクイックそしてチェンジアップ。
ただチェンジアップだけが投球フォームで分かったので、そこだけは各打者にアドヴァイスできた。

 ３回表相手下位打線をなめたわけではないだろうが、１死後８番に安易に投げた高めの球をセンター前に運ばれた。
このクラスのチームになると、上位打線の破壊力だけでなく、下位打線も上手く合わしてくる。
油断できない打線なのだ。続く９番に送りバントを決められ、これをうまく処理できず１死１・２塁のピンチ。
トップに戻り、またまたバント、ここでも守備の呼吸がうまく合わずオールセーフで１死満塁。
 絶対絶命の大ピンチ。ここではあわててはいけない。エース柳本もニタッと苦笑い。
つい最近までは、こういった場面では、難しい顔してベンチを振りむこうともしなかったエースが、この成長ぶりはどうだ。
そして２番バッターを注文通り投手ゴロで1-2-3のダブルプレー！会心の笑顔！！

 ３回、ピンチのあとはチャンスあり、先頭の柳本、いつものレフトオーバーを狙う大きなスウィングでなく、コンパクトな
センター返しの打球はするどく投手の足元を駆け抜けていく。これこれ！このスウィングを見たアパッチナインは何を
 思うか。酒井は倒れたが、ラッキーボーイの橋本が送り、４番の藤原に託す。
 藤原の執念のバッティングが五条内野陣のミスを誘い、待望の追加点をいただく。
しかしこれで勝負が決まったわけではない。これからの２イニングが本当の勝負だ。

 ４回は３番から、この回を完ぺきに抑えることができれば勝負は少し見えてくる。
 先頭の３番バッターのショートゴロを、少し握りなおしたとはいえ内野安打にしてしまう五条の足。
その後盗塁で無死二塁。 四番には三遊間を破られるが、二塁を狙ったバッターランナーをレフト村冨が素晴らしい
送球で刺す。（いいね！）少し楽になったが、しかしまだまだピンチ。

そして５番には右中間を抜ける三塁打。１点をかえされ、１死３塁の追いつかれる大ピンチ。
６番バッターを迎え、アパッチ守備陣も念入りな打ち合わせ。そして五条ベンチの選択はスクイズ。
しかしここは名手柳本が、華麗な守備・フットワークでホームへトス。[　アウト！]リードしたまま踏ん張った。

最終回、ファーストエラーがあり、すこしいやな雰囲気が漂った瞬間もあったが、そこは全員野球（ソフト）で守りきり
この大難敵を破った。この試合も年間ベスト５に入る好試合になるであろう。反省点もたくさんあるが、今まで
だったらズルズルいきそうな展開を、相手ペースにさせず、徳俵で踏みとどまったアパッチの成長ぶりが本当に
頼もしく思った。内野守備やバント処理などまだまだ課題はある。

あとまだ２か月。
しかしもう２か月。

やらなければ。



2013.7.1　新平野グリンカップ大会　ｖｓ　今川連合

 ６月３０日（日）第２３回　新平野グリーンカップ大会
 大阪市内のチームが参加してのこの大会。
いちばん最初に参加した頃は、大きな大会にエントリーしたこともなく、手ごろな大会というイメージで挑んでいた。
もちろん、予選突破は難しく、１勝出来ればよしという思いであった。

それから数年たち、予選で負ければ　「どうしたの？」といわれるようなチームに成長できた。
まあしかし、まだまだ。
圧倒的なスコアーで勝利することはなく、いつも相手に合わせたような戦いぶりは伝統的である。
今回の組み合わせは今川連合と喜連北連合。ともに東住吉区・平野区を制覇した区代表チームである。
決勝リーグで当たってもおかしくない相手に、１次予選から。これは、今川・喜連北とも同じ感想であろう。

初戦は今川連合。常に安定した戦いで、今期も豊富な戦力で、好調なチーム状態を維持している。
たまたまアパッチに対しては苦手意識をもっているのか、大事なところでエラーが出たりして、勝たせて
いただいている。チーム総合力では変わらない。

 試合開始直前、エース柳本の球筋を見ていた。 良くなかった。
 １ヶ月前の最悪の状態ほどではなかったが、少しボールが右方向にずれていた。
あっという間もなく、審判団からキャプテンの招集がかかる。
 戻ったエースに、しばらくは右バッターへの外角を特に意識しての投球を指示。
しかしそんなことでは戻るはずもなくプレーボールがかかる。

 先攻アパッチは簡単に三者凡退。その裏柳本の立ち上がり。
わたしのなかには不安がいっぱいであったが、そんなそぶりを見せてはいけない。
しかし案の定、ボールがふらついている。
3-0からストライク・ファールと2-3までもどしたが、最後は明らかなボールで四球。

 ２番にも制球が定まらずボールが先行。
 送りバントを決めささず、さすが柳本というところだったが、ショートへ運ばれランナーを進められた。
 ３番登場、やはりコースが決まらない。
そして外角やや高めの球を強振され、ライトへのライナー。
 一度はグローブにはいったがこぼれ、２塁からランナーがホームインし、大事な先制点を奪われてしまった。
しかしここから柳本のピッチングに若干の変化が見れた。
 低めに決まりだした。主審が、低めをきっちり見てとってくれていたので安心だった。
 ４番サードゴロ、５番三振で１点のみ。ベンチに戻った柳本はホットした顔。
 自分自身でもこれでいけるというものを感じたのではなかったか。

 １点ビハインドの３回は下位打線の７番から。ベンチに戻った柳本を呼び寄せ、
 「一人でたら君に回る、そのときはアパッチが勝ち越すときや、今からこころの準備をしておけ。」
ニコッと笑った柳本の笑顔が素晴らしかった。

オヤッ、今川エースの球に少し変化が。わずかであるが球威が落ち、制球もずれだしていた。
 １点リードしている。このまま終わらせたい。
さまざまな思いがエース君の頭の中をかけめぐり、微妙に腕・肩に力が入りだしたのかもしれない。
 「やれる」わたしのなかにまたまた闘争心がメラエラと・・・。

それまで抜群の制球で、ストライクを投げ込んでいたエースが、下位打線の７番に四球！
それを境に、バッテリー・内野の歯車が狂い、１死２・３塁で柳本がバッターボックスへ。
そして見事に期待にこたえセンター前２点タイムリー２塁打で逆転した。
だがアパッチ攻撃はこれでは終わらせない。抜群の走力で３盗をきめ、酒井が素晴らしいスクイズを決める。
この３点目が非常に効果的で、１点リードと２点リードでは比べ物にならないくらいの差がある。

 今川打線もあきらめずくらいついてくる。この試合に賭ける執念のようなものを感じた。
 柳本もこの試合に関しては少し一本調子のところがあり、タイミングを合わせてくる今川打線に手を焼いた。
 最終回に１点差に詰め寄られたが、走塁ミスもあり、事なきをえた。

この試合を語るには、まだまだスペースが必要なくらいの勝負のアヤがあった。
 選手ひとりひとりは、自分では理解しているはずだ。
 難敵に僅差の勝利をモノにしたが、これで終わったわけではない。
 初対戦の喜連北戦をどう戦うか。
じっくり検討せねばならない。



2013.7.2　新平野グリーンカップ　ｖｓ　喜連北連合 

試合と試合の間隔が長く、（第２試合と第６試合なので、あいだ４試合で時間にして４時間）
 少し間延びしてしまった。

 第４試合に今川ＶＳ喜連北の対戦があり、参考にさせていただくことにした。
 予想に反して今川が苦戦している。
アパッチ戦の敗戦でテンションが下がるのは仕方ないにしろ、今川の力を持ってすれば、優位に進めるだろう
と思っていた。結局0-0のまま、最終回に２点を取られ、そのままタイムオーバー。

しかし喜連北チームはなかなかまとまりよく、いいチームだった。
 内外野とも守備はよく鍛えられており、特にショートは素晴らしかった。
フィールディング・肩・走力どれをとっても一級品。
とにかくショートに打っても無駄という印象だった。
 投手は超スピードボールということではなかったが、緩急をつけたピッチングは打者に的を絞らせず、
打たせてとるタイプ。そしてその打たせた球をショートがさばくということだ。

こういう投手にアパッチは弱い。さあどんな展開になるか。
 私からヤナに対するアドバイスは「一本調子で力で抑え込まず、ストレート・クイック・チェンジアップと
 バランスの良い組み立て」試合開始直前の柳本の投球練習を後ろからチェックしたが、びっくりするほど
 素晴らしかった。「なんや朝とえらい違うな、さっきもこれくらいやったら、あんなに苦戦せーへんかったやろ」
エースはまたまたニヤッと笑った。
この段階で９０％の勝利を確信した。
あとは打線がいつ点をとってくれるか。

 初回３塁までランナーを進めるもだめ。
 ２回も２塁にランナーを残しスリーアウト。

しかし柳本は最高によかった。
 緩急の使い分けが素晴らしく、３回まで打者９人にセカンドごろとサードごろがひとつずつ。
あとはボールをさわらせず７三振。
 相手ベンチの指示も、クリーンアップに対してさえ、ただひと言「とにかく当てろ」。

そして４回橋本からの攻撃。
 第１試合もヒット１本、アウトになった打席も真っ芯にとらえたあたりだった。
 １打席目も痛烈なレフト前を放ち、エンジン全開という状態。
さあ、チャンスの４回に突破口となるあたりを再び見せてくれるのか。

 先ほど打席のビデオを見ているような三遊間を抜けていく痛烈なあたり！
レフトがもたつくあいだに２塁まで進む。
このあたりの相手のスキをつく走塁ができる橋本はこの日の大ヒーロー。
この時点でアパッチは得点できるという確信ができ、
 相手は失点してしまったという錯覚に陥ってしまっている。

 案の定、続く４番藤原の珍しいライト打ちの２点タイムリーがでて先制。
 １死後、工藤のこれまた珍しい同じライトへのタイムリー３塁打で追加点。
 工藤は第１試合・そしてこの試合の第１打席も外野への飛球を打ち上げ、
 私から叱咤激励を受け、右方向への打球のアドバイスを受けていた。
やればできる。
もともと打撃には非凡な才を持ち、引っ張ってのレフトオーバーはたしかに魅力ある。
でも現時点ではホームランより、クリーンヒットが欲しい。
そのあたりを理解できるようになれば、もっと打撃に幅ができ、打率もあがる。
この３塁打の意義がわかってくれればいいな。

このあともう一点を追加したアパッチは、エース柳本が磐石の投球で、
 相手打線をノーヒット（エラーが２つ）９奪三振無四球のおまけ付きで完封勝利。
 ２次予選進出を決めた。

さあ、強豪ひしめく２次予選。
まだまだ守備に不安を残すが、楽しみもいっぱいだ。



2013.7.26　モチベーションアップ 

またまた随分日があいてしまったようだ。
 新平野グリーンカップの１次予選が終わってから、
 全体的に調子が狂ってきて、２次予選も準々決勝で敗退し、
そしてＯＳＦＬソフトの日でも大敗を喫した。
お誘いいただいた堺の強豪との対戦もあまり結果がでていない。
と、ここまでは予定通りというか想定内で、
 本大会まで１ヶ月と少しとなったこれから、ボチボチ上げて行きたいところだ。

 今週末は泉州リーグとの交流戦。
 強敵がたくさん集まっての試合で、勝敗より内容が問われる。
 勝つことに越したことはないが、しっかりした戦いをしないと意味がない。
さあ、どれだけやれるのか。

ここに来て仕事がハードで、研修や講演が続き、日曜日もアパッチに行けない日が続く。
 今月など休みが２日しか取れず、むりやり月末の平日に休んで帳尻をあわす始末。
 ８月は高校・大学のインターンシップがあり、私自身は少し休憩できるのかと思っている。

しかししかし、９月の声を聞くとこれまた大変なスケジュールになっている。
まずは採用課。
 大阪本社は比較的順調に来ている。
 予定通り２０人をクリアーできそうだ。
ところが問題は東京支社。
 昨日現在で男性ばかり５人。
 女性は残念ながら０人。
ということは９月以降、大学や説明会をまだまだ頑張らなければいけないということだ。

そして教育訓練課。
 店長・副店長の個別ヒアリングを２５０人。
 ＰＮさんを５０～１００人。
これは半端な数字ではない。
もちろん通常の研修もたくさん待っている。
 ９月から２月までほぼ毎週、北海道札幌から九州沖縄まで、日本全国を行脚しなければならない。
 本社というか、大阪には週の内１・２日しかいないということだ。
おまけに、１０月と２月にはそれぞれ１週間のアメリカ研修も待っている。
 最後の力（？）を振り絞り、全力投球をしていかねばならない。

 来月８月に６０回目の誕生日がやってくる。
ついに還暦を迎えるわけだ。
ありがたいことにもう少し働かせていただける。
 身体に気をつけ、しっかりとした目標を持ち、前進していこう。



2013.7.29  ＯＳＦＬ VS 泉州リーグ 

７月２８日（日）
 ＯＳＦＬ　ＶＳ　泉州リーグ　交流戦。
 今年で３回目を迎えるこの大会。
 日ごろ、ほとんど顔を合わせることが少ない地域のチーム。
もっと親交を深め、お互いの技術アップと交流を深めたいという目的で作られた。

われわれＯＳＦＬも日ごろから仲もよく、有事の際の団結もあると思っていたが、
 泉州リーグの皆さん方の組織力もすごい。
 会費なしで、このような立派なグランドで、一糸乱れぬ運営をされている。
そして子どもたちに大人気のカキ氷のサービス。
 本当に至れり尽くせりなのだ。

 ＯＳＦＬは正会員のチームが７つ。
それになにかイベントがあれば参加していただけるチームが５つほどある。
 今回はアパッチ・田中子ども会・今川連合・晴明通子ども会の４つに、
 松原ガッツ・東小橋・五条パレス・海老江東の計８チームの参加で挑んだ。

アパッチにとっては最近少しチーム状態が下降気味のなか、
 勝ち負けにあまりこだわることなく、強豪との戦いの中、自分自身を見つめる良い機会だ。
 抽選の結果、１回戦で天神山ボーイズとの対戦という、最高の組み合わせとなった。
 大東フレッシュや忠岡グリーンカップに優勝し、単独チームとしては文句なく大阪ＮＯ１。
 現在のアパッチがどれだけやれるのか、本当に楽しみな戦いであった。

エースはからだも大きく、ゆったりとしたフォームでズッシリとした重い速球を投げ込んでくる。
スピードそのものは、先日対戦した縄手東のエースに及ばないが、フォームと速球のアンバランスさ、
 球質の重さはかなりうちづらい印象である。

かたやアパッチエース柳本。
 少し制球に精度を欠き、ボール球も多く、（といっても１試合２四球くらいだが）
ボールが先行し、甘く入った高めの球を痛打されるケースが最近目立っている。
しかし今日の朝のウオーミングアップを見ていると、最近のなかではいい方のように思った。

 先行天神山。１・２番を簡単にうちとったが、３番はその大柄なエース。
 構えからしてもパワーもあり、一発でもっていかれそうな雰囲気が漂っている。
 ２ストライクをとったが決め球が高く入り、痛烈なサードごろ。
しかし貫志がさばけず、レフト前へ。
 ４番のあたりはこれまたショートへの強いあたり、ここは祐才が処理し、３アウトでチェンジ。
 心配していた立ち上がりだったが、０点に抑え、まず第１関門を突破した。

その裏、ﾄｯﾌﾟは柳本。
 表の攻撃でエース君にレフトヘ運ばれている。
 負けず嫌いのヤナはそのお返しに燃えていた。
 ２ストライクをとられたが、1-2からの４球目、会心のスウィングが右中間まっぷたつのホームラン。
 天神山にとっては、まさかの失点だったのではないだろうか。
つづく橋本もライトへ運び、押せ押せのアパッチベンチ。
 ４番藤原も素晴らしいあたりだったが、セカンド真正面。
エンドランがかかっていたため、ダブルプレーでチェンジだが、ここは積極的な攻撃で問題ない。
アパッチ攻撃陣も今日に限ってはなかなかやるじゃない。

この１点で勝負が決まるとは思っていなかったが、
 追加点をとるより、あと３回の天神山の攻撃をいかにしてかわすのか、
そこがポイントだとおもっていた。



2013.8.2  泉州Ｌとの交流戦　ＶＳ　天神山ボーイズ 

２回表天神山は５番から。
この回を三者凡退でおさえれば、あとの展開は少し楽になる。
 先頭打者はショートへの小飛球でワンアウト。
 ６番は追い込みながら死球を与えランナー１塁。
 ７番三振にうちとるも、８番にはうまく当てられ、三遊間への内野安打。
しかし９番は三振でなんとか抑えた。
 結果は０点だったが、９番までまわしたことが次のイニングに影響しそうな感じがした。

 ２回裏アパッチの攻撃、５・６番が簡単に三振したが、ここで打席はいったのが倉員。
 最近の７試合で三振が１０。
 絶不調、とにかくバットにボールがあたらない。
 今日は朝から松原ガッツの石川コーチにスウィングチェックをしてもらい、矯正していただいた。
いくら名コーチといえど、そんなに簡単に直らない、と誰もがそう思っていただろうが・・・。

いいあたりとはいえないが、ライト前へのヒット。
 湧き上がるアパッチベンチ。
 頭上で８の字を書くスウィングが、完璧ではないが、よくなっている。
へ～、さすが鬼軍曹、やるもんだ。
 倉員でなく、石川さんに賛辞を贈りたい気分だった。
そのあとの忠岡中央戦でも２安打、そして次のガッツ戦では１ホームランを含む２安打と、本日は５打数５安打！
 師匠の前で結果を出して見せた。
 今までの不振がうそみたいに暴れまくる姿を見て、相手ベンチの石川コーチもにこにこ笑っていた（そう見えた）。

ピッチングも守備も打撃も、コーチ次第なのかな。
そうすると、そういう理論をなにも所持しない私はやることがない。
しっかり勉強しなくては。

そして迎えた３回。
 打順はﾄｯﾌﾟから。
 １番バッターは投手への強いあたり。
しかし反射神経抜群の柳本は、軽快にさばいてまずワンアウト。
さあ、初回にいいあたりをされている３・４・５番を迎える。
 １・２回もそうだったが主審との相性がよくないと感じていた。
ベンチから見ているためコースは確認できないが、どうも微妙な高さを取ってもらえていない。
ボールのコールのあと、柳本が首をかしげ苦笑いするシーンが何度かあった。
この回も同じようなことが見られた。
 ２番には追い込んだが決め球をセンターへ運ばれる。
そしてここから得意の悪い癖、ＷＰ・ＰＢで３進。
 ３番にはレフト前タイムリーを打たれ、追いつかれた。

まだまだこれからと思っていたが、すぐさま２盗を決められる。
 決して捕手の藤原が悪いのではないが、ここがアパッチの弱点の一つ。
そして続く４番にセンター前に運ばれる。
センターからの返球はよかった、タイミングは楽勝でアウト。
しかし捕手が落球！
また、やってしまった。
ランナーとの交錯は当たり前の話で、しっかり両手で処理すればなにも問題ない。
ひとつひとつのプレーに魂がこもっていないと、こういうプレーになってしまう。

 本日参加の最上位チームに善戦及ばずということだが、やはり点差ではなく、負け方に問題あり。
こういった勝てる試合をモノにできるようにならないと、大阪夏の陣は望みがない。
あと１ヶ月、もう一鞭



2013.8.13  再び交流戦 

８月１１日（日）
 １週空いて再び泉州との交流戦。
 今回はＭＯＳＬとＯＳＦＬの連合で挑む。
もともとＭＯＳＬ（南大阪少年ソフト）単体なのだが、現状ＭＯＳＬのチームのなかに、対外試合に挑むには
力不足のチームが多い。そういった関係で、ＯＳＦＬが助っ人に加わっているわけだ。

 今回ＭＯＳＬから玉造・五条・生魂・五条というＭＯＳＬ上位チームが揃った。
しっかり頑張れば、面白い争いになるだろう。

アパッチといえば、ここ１ヶ月良いときと悪いときの差が大きく、来月の大阪夏の陣にむけての調整がまだ
不十分である。そろそろメンバーも決定し、本格的なチームプレーも必要なのだが・・・。

 抽選の結果、初戦は前回も対戦した忠岡中央と、７月に練習試合をした忠岡馬瀬。
ショートの祐才が欠席ということで、参加選手をまんべんなく出場させるいい機会かもしれない。

 初戦は忠岡中央。
メンバーは９人ギリギリということだが、出場選手が全員自分の役割をしっかり認識し、
なかなかまとまった好チームだ。
 前回の交流戦では佑斗が先発、立ち上がりの悪さを露呈し四球連発で初回に３点を献上し、最終回に逆転
したものの薄氷を踏む戦いだった。今回は柳本が先発で、これはきっちり勝利しないと拙い。

 ２回に前回ガッツ石川コーチの奇跡の指導を受け、復活なった（？）倉員が会心のホームランで先制し、
 続く新宮のヒットから足をからませもう１点をいただき、序盤を優位に進めた。
それにしても倉員の復活はアパッチにとって大きい。
 時間の関係で、３回しか攻撃できず、結局この２点どまりなのだが、大阪決戦も５０分試合ということは、
 四球などで長引くと３回はおろか２回までということもありうる。（事実、次の忠岡馬瀬戦は２回で終了した。
ということは、取れるときに取っておかないと後で泣いてもはじまらない。

４回に欠場の祐才にかわってショートに入った倉員のエラーなどで１点を奪われ、１打逆転のピンチにもなったが、
そこはエース柳本が踏ん張り逃げ切った。この試合では記録上エラーが３。
 安打にはなったが、しっかり守ればアウトにできたものが２。
 ８月のこの段階でまだ守りに不安があるということは危険信号である。
 私見では倉員のショートが好きなのだが、ハートの問題か、十分その役割を果たすだけの心構えができて
いないようだ。バッティング同様、復活なってほしいのだがな・・・。

 ２試合空いて忠岡馬瀬戦。
 先発は初めて試合に挑む村冨。
この４月からボチボチピッチングを始めたばかりだが、練習ではなかなかいい球がきているということだった。
たしかに試合前の練習では、球は走っているように見えた。
でも打者が立つとどうなるのか？

 初回に相手投手の制球難もあり３点をいただいた。
でも長い攻撃時間にもかかわらず３点ということに不満は残った。

その裏、先発村冨、案の定ストライクが入らない。
 内野ゴロを一つはさみ、３四球２死球。
 結局ワンアウトしか取れず無念の降板。
 急遽登板の森がしっかり投げたが、４点を奪われ逆転された。

 ２回に藤原のタイムリーなどで再逆転をしたが、この試合もエースが投げなくても、初登板の投手をみんなが
しっかりフォローできなくてはダメだろう。この試合も内野エラーが２つあった。

 試合の合間に４つのコートを見て回ったが、どのチームもまとまりがあり、すばらしく出来上がってきている。
 今回の１６チームにあって、五条・天神山・忠岡北区などど並んで上位にあるはずのアパッチが、
あまり強さを感じないのは、ディフェンスの甘さにあるからなのか。
 泣いても笑ってもあと半月。
やらねばならないことはまだまだ。



2013.8.14  お盆を迎えてふと・・・ 

８月１４日（水）世間ではお盆に入っている。
さすがに車の通行も少ない目だ。自転車通勤のわたしには、その車の通行量で世間の様子が良くわかる。

バブル期は本町周辺の道は車で溢れかえり、どこもかしこも大渋滞であった。
 今の会社は住之江区でどちらかというと、下町というか市内の中でも住宅地にある。

 今年も特別にお盆だからといって休むこともなく、７時半にはデスクワークを開始している。
 来週から大学生のインターンシップが始まる。まずは東京支社、そして月末は大阪本社。
この間、ともに開講式の挨拶をし、そして９０分の講義をする。
どちらかというと、部員任せでわたしはこれといった仕事はない。

 来週の火曜日、いよいよ還暦を迎えることになった。
 小学生の頃、卒業式に校長先生と話をする機会があった。当時西本校長は５７～８歳。
 髪はほとんどなく、めがねをかけていたが私の目にはおじいさんというか老人に映っていた。

 ６０歳！今自分がその年齢になって感じるのは、５０年前に見ていた老人の姿が、
 今の小学生にも私を見てそういった印象を与えているのかと思うと少し寂しい。
 実際孫もいるので、おじいちゃんには間違いないが。

 本来は定年退職の立場にあるのだが、特別な計らいで今の状態で仕事を続けさせていただけることになった。
 社長からは「７０歳くらいまでやってね」と、半分冗談かと思うようなお話もいただいた。

 ９月からは日本縦断が待っている。 毎週の出張はきつい。
 北は北海道から南は九州沖縄まで。そして１０月・２月にはアメリカ研修もある。
 １週間のなかでも大阪本社に出勤できるのは、１日か２日くらいだ。

とにかく６５歳まであと５年、うまく身体と頭がもてば、社長のお言葉に甘え７０歳まで１０年。
この会社にあって、私しかできないことはなにかを考え、ますます自分自身のバージョンアップをしていきたい。
それが会社への恩返しにもつながるはずだ

2013.8.19  白さぎ大会予選 

８月１８日（日）　白さぎ大会予選
 毎年Ａ・Ｃ２チームエントリーしているこの大会。
 Ａ・Ｃとも予選で敗退したことがなく、特にＣは絶えず決勝戦に進出し、２位以上を確保している。
 Ａもそこそこ戦っているのだが、今だ優勝の経験はない。
 今年はどうかな。

 Ａの対戦相手は中本子ども会と天翔フェニックス。
ともに今期初対戦だ。
 相手がどこであろうとその相手に合わせて戦うのが得意なアパッチ。
しかし今日は自分のペースでプレーができた。
 １・２戦とも打線が爆発し、大量点をいただいての勝利。
 ２戦目の佑斗のピッチングには少し不満が残ったが、それでも失点は四球の２点のみで、安打は許さなかった。
エース柳本は前日の生魂戦からの好調を維持し、安定したピッチングだった。
ということで今年も予選は危なげなく突破した。

 Ｃは今回参加チームが５と少なく、決勝まで消化する１日開催となった。
しかし私市・榎という強敵がエントリーしているので、なかなか大変だ、

 初戦その私市との戦い。
とこらがどうだ、今日のジュニアアパッチは打つこと打つこと。
 打線に切れ目がない。 ３回で１４点！

 ２戦目も鶴見連合相手に大量９点を奪い、被安打１の１失点で完勝した。
さあ、決勝戦。手ぐすね引いて榎が待ち構えている。

 榎のエースは女の子。
 女の子といっても身体も大きく、速球は森よりも速い。
これは簡単には打ち崩せない。
 １点勝負、ミスは許されない。



2013.8.20  白さぎ大会予選　２ 

白さぎ大会Ｃ決勝
 毎回死闘を繰り広げる対榎グレート戦
 今回も予選での対戦はなく、決勝であたることになった。
 不思議なことに、ほとんど予選ではあたらない。
 面白いくじ運の妙だ。

 １７番をつけた女の子のエースが素晴らしい。
 予選でも全日本上野選手バリの速球をバシバシきめていた。
おまけにコントロールもいい。
バッティングも２番を打っていたが、４番でも十分。
 予選２回戦で私市に苦戦していたが、これは私市打線の見事なくらいつき打法がよかった。
こんな私市にアパッチがよく大勝できたものだ。

 今日のエース森は相変わらずの安定感。
 ３ボールになってもあわてず、そこからストライクを３つ続けることができる。
そして捕手の中橋奎がこれまた素晴らしい。
 ４年生以下の大会では盗塁はフリーパスが普通。
それをなんども２塁で刺し、１塁へもけん制アウトを決める。
 酒井監督がＡチームへの抜擢を考えるのも当然だ。

アパッチ先攻の初回。
 先頭は今や低学年の中心選手となった金本。
ミニ上野から振り遅れの２ストライクを取られ追い込まれたが、そこは対応のすばやさ。
1-2から見事その速球にあわせ、セカンド内野安打で出塁。
へ～、やるもんだ。

すかさず盗塁し、
 ２番藤原雅が同じくその速球に負けず送りバントを決める。
へ～、これまたやるな。
ここで３番森がうまくサードへの流し打ちの内野安打をはなち１点先制。
すごいな、ジュニアアパッチ。
 勝率が９割近いのもうなづける。

その後は３回にミスもあり、いったんは逆転されるが、４回に粘りを発揮し追いつき延長タイブレーカーに突入。
それにしても最終回に追いつくことができるのは、やはり並大抵の精神力ではない。

タイブレーカーはこの大会のルールにより無死満塁から。
 ５回に４点ずつを取り合い、最終の６回に突入。
 結局は表の攻撃で６点を奪ったアパッチが勝利するのだが、チーム力は５分と５分。
 勝利の女神がわずかにアパッチに微笑んでくれた結果だった。

 優勝の余韻にひたりながら帰途につき、遠沢公園で最後の挨拶のあと帰ろうとしたら、みんなに呼び止められた。
 「おめでとうございます。」
 柳本キャプテンから渡されたのは、わたしの還暦のお祝いだった。
 ８/20はわたしの６０回目の誕生日、そう還暦を迎えるのだ。
いただいたのはアパッチの真っ赤な帽子とタオル。
うれしい～！

 自分ではまだまだやれる気持ちではいるが、実年齢は６０歳。
 老後の心配も考えなければならないお歳なのだ。

 会社の仕事も、社長から７０歳まではやるようにと嬉しいお言葉をいただいている。
このアパッチもいつまでできるのかわからない。
とにかく身体がいちばん。

 今は来週の白さぎの決勝と、９/１の大阪夏の陣。
いろいろな想いを胸に抱き、この暑い夏を過ごす。



2013.8.24  大阪夏の陣　優勝予想座談会 

司会 　　さあ待ちにまった大阪夏の陣。
 今年は未曽有の酷暑の中、体力との戦いでもあると思われます。
とにかく組み合わせによっては、優勝までに5試合しなければならず、これは小学生にはきつい。
 毎回文句を言うわけではないけれど、主催者にはそのあたりの配慮がほしいところですね。

いずれにせよ組合わせが決まり、、野次馬が集まっての優勝予想座談会。
いつも申し上げている通り、ほんのジョークです。
この内容そのほかについてのクレームは、いっさい受け付けませんのでよろしくお願いします。

 今回いつもの大阪城から大正区の鶴浜緑地に会場が変更になりました。
ブロックは前回同様４つに分かれています。
それぞれのブロックについてみていきましょう。

 Ａ 　　区予選でこの大阪夏の陣でも優勝候補最右翼になるだろうといわれていた、天王寺区の五条パレス。
そして常連チームの旭区城北ユニオンズが敗れるという波乱がありました。
そういった意味でもなかなか今年は優勝チームを予想するのは難しい。

 Ｂ 　　Ａブロックでは玉造・今川・清水丘といったところが常連チーム。
淀川区の塚本は古豪で、今でこそ加島が圧倒的な強さを発揮しているが、以前は塚本が全国にも顔をだしていた。
高倉は少年野球のチームらしい。ソフトは不慣れだが、野球を通して基本はしっかりしている。

 Ｍ 　　順当にいけば2回戦で玉造と今川があたる。
 右のゾーンではその塚本と、今回の優勝候補にもあがっている清水丘アパッチが1回戦でぶつかる。
エース柳本君の頭脳的なピッチングに塚本打線がいかに挑むか。

 Ｓ 　　わずかに清水丘アパッチが有利かな。
 柳本君の出来次第ということもあるが、スピードだけでなく、ピッチングのうまさは定評があり、
 簡単には失点しない。アパッチ打線も１番から9番までどこからでも得点できる。
そしてやはり少し優位にある玉造との試合の勝者が準決勝に進むように思う。
 昨年の清水丘ＶＳ玉造は0-1で清水丘が敗れたが、その雪辱に燃えているようだ。

 司会 　　Ｂブロックはどうでしょうか。

 Ｍ 　　1回戦で東小橋と昨年の覇者の豊里がぶつかる。
どちらも圧倒的な力強さはないが、よく鍛えられている。
 波に乗ったほうが1回戦突破となるだろう。

 Ａ 　　久しぶりの出場の晴明通は今年はいかが？

 Ｂ 　　ライバルの金塚が今年は6年生が一人しかおらず、区大会で晴明が僅差をものにし、念願を果たした。
しかしやはり晴明も選手層が薄い気がする。

 Ｓ 　　浪速区常連の塩草も今年は区大会で対戦相手がおらず無条件の出場だったそうだ。
そのあたり、実戦経験が物足りない気がする。

 Ｍ 　　ということは東小橋と豊里の勝者がＢを制することになりそうだ。



 司会 　　Ｃはやっぱり海老江西ですか。

 Ｂ 　　そうですね。春先エース君の骨折戦線離脱というアクシデントがあったが、エース復活後のチームの
 躍進はすごい。あの五条とも互角以上のたたかいをし、夏ごろの大会では絶えず上位に進んできていた。
今現在では、優勝候補の1番手はゆるぎないところ。

 Ｓ 　　順当にいけば2回戦で高倉ＦＮＡとあたる。
この高倉チームが不気味で、区大会で圧倒的に有利だと言われた城北を撃破した。
 想像以上のチーム力があり、海老江西も油断できないところ。

 Ａ 　　左のゾーンの喜連北の投手もなかなかいいね。
 成育の投手も評判がよく、順当にいけば2回戦でのこの両エースの投げ合いとなるが、ひじょうに楽しみだ。

 Ｍ 　　よほどのことがない限り、力的には海老江西だが、連戦の中どんなハプニングがあるかわからない。

 司会 　　最後にＤブロック。

 Ａ 　　ここもまた1回戦で榎本と港晴の好勝負がある。
どちらも絶対的なエースではないが、試合巧者で常連チーム、まとまりがある。

 Ｂ 　　それと忘れてはならないのが、区予選で五条を撃破して上がってきた生魂の存在。
エースピッチャーは調子に乗ると怖い。
ガタイがしっかりしていて、速球が決まりだすと、攻略はむつかしい。
 問題はスタミナだろう。

 Ｓ 　　榎本・港晴・生魂が横一線で、ひとつのきっかけでその日の調子をつかんだチームが上がってくるだろう。

 司会 　　ということで、優勝チームはいかがでしょうか。

 Ｍ 　　清水丘（または玉造）・豊里（または東小橋）・海老江西・生魂（または榎本）の4強。
 決勝は清水丘ＶＳ海老江西で、優勝は清水丘アパッチ。
 多分に期待も込めての話だが。

 Ｂ 　　優勝は別にして、ベスト４についてはその意見にほぼ賛成で異論のないところ。
しかし、アパッチにしても海老江西にしても決勝戦までに４試合消化せねばならず、
この暑さの中、うまくペース配分できるかどうか。

 Ｓ 　　大体この大会では大きな番狂わせはない。
 大会当日にベストの状態で臨んだチームが勝つ。
それと勝ち進む中で、エースをどこで休ませるかが大きなカギとなる。
しかし毎年のことだが、結局優勝チームはエースがひとりで投げきっている。
 体力と同時に精神力の強いエースが勝つ。

 Ａ 　　わたしも皆さんの意見に同感です。
いずれにしても、熱中症など大きな事故がないように祈っています。

 司会 　　さあ、今年はどんなドラマが待っているでしょうか。
 春の全日本大阪市予選では五条パレスが栄冠をものにしました。
ソフトボールの甲子園大会といわれるこの大阪夏の陣。
 数々の問題点はありますが、子供たちはこの大会を目標に練習してきました。
 大人の勝手な判断で、本大会を変にゆがんだものにしないよう、大会関係者のみなさんにお願いしたいと思います。

※ 　　毎度のことですが、この座談会はあくまでもジョークです。
いろいろとご意見あると思いますが、笑ってお許しくださいますようお願いいたします。



2013.9.1  大阪夏の陣　（１） 

９月１日（日）今日から早くも９月。
 夏も終わり、秋到来というところだが、まだまだ暑い日が来るのだろう。
 私にとっても今月から始まるたいへんな日本縦断の旅。
 体力との勝負なのだが、たくさんの店長・PNさんとのヒアリングは、精神的な疲労もかなりのものになる。
しっかり体調管理をしなければ。

いよいよ始まる大阪夏の陣。
 大阪市内の各区を勝ち抜いた２３のチームが、たった一つの頂点を目指して戦う。
 一日での勝負ということは体力ももちろんだが、精神力で体力を鼓舞しなければ戦えない。
しかし予報では、昼過ぎから雨。アパッチにとって最善は、２・３回戦を勝ち抜き、その後は雨で次週に持ち越す。
エース柳本にとってもそれが望ましい。
このあたりはどのチームにも同じ条件なのだが、エースだけの力を考えた場合、アパッチが有利なのは明白だ。

 １回戦は塚本子ども会。激戦の淀川区を勝ち抜いた古豪チーム。
監督の西島氏とは古い付き合い。といっても、年に１・２度顔を合わすだけだが、塚本小学校地区での指導も長く、
 温厚な人柄で私の好きな監督の一人だ。
 先日の新平野グリーンカップの決勝リーグでも対戦し、かろうじてタイブレーカーで勝たせていただいた。
 手のうちは知り合った中で、どちらが先制し、主導権を握れるか、そのあたりがポイントだと思っていた。

アパッチ先攻の初回、先頭の柳本が三振！春先からここまで、７８試合でわずか８しか三振していない柳本が・・・。
やはりこの強打者も雰囲気に少し飲まれ、自分のバッティングを忘れていた。初回の柳本の打席が勝負を左右
することが多い。私の脳裏にはイヤ～なものが浮かんだ。２番の酒井にヒットが出たが結局無得点で攻撃終了。
ということで、１回の裏の塚本の攻撃。
 先ほどのいやな予感を払拭させるためにも、ここは是が非とも失点してはならない。

ところが先頭打者にボールが先行し、3-1というカウント。しかしさすがエース、そこからしっかりした腕振りから
三振をとった。つづく２番も三振、３番はファーストファウルフライと見事な立ち上がり。
これでヤナの初回の三振という不安は忘れ、再スタートできる。

 ２回も工藤が死球で出塁するも後続が倒れ無得点。塚本の攻撃も、柳本が安定した投球でヒットを許さない。
しかしこの回のセカンドゴロもショートゴロもいい当たりをされたが,新宮・工藤どちらも落ち着いた守備を見せた。
 水・木の守備練習が少しは役にたったかな。

そして打者一巡した３回、ここがひとつの勝負だと思った。
 ９番菅が倒れ１死で打席に柳本。
 相手投手にとって柳本が打席に立つだけでピンチと感じる。
それほどの強打者なのだ。
 期待に応え痛烈な左中間へのあたり、レフトがやっと追いつくも、俊足を飛ばし２塁打とした。
さあ、チャンス。
 迎えるは貫志。
 酒井監督の作戦は？
まずは相手守備陣系を考慮した上での３盗！
 普通はこのような危険は侵さない。
 相手捕手・３塁・遊撃手の動きを確認したうえでの作戦で、無謀な策ではないと私も感じた。
 １死３塁。
そしてすぐさまのスクイズ。
バントの名手である貫志には当然の策。
しかしどうしたことだろう、貫志が空振り。
 異様を感じた柳本が判断よく、三本間でストップ。
しかしラッキーにも捕手が落球し、少しボールが転がった。
 獲物を狙うような動物的な感を持つ柳本がそこからホームへ突っ込む。
セーフ！！
 見事な走塁だった。
 本当にラッキーだったが、なんとか先制することに成功した。
しかしまだ1-0。
このままでは終わることはない。

 切り替えて相手打線をどう抑えるか、そして追加点、をどうとるか。
まだ試合は半分過ぎたところなのだ。



2013.9.3  大阪夏の陣　（２）

序盤に２点を先行できれば、何とかなるという思いだったが、３回にやっとの１点先制。
 思惑とは少し違ったが、でもどうにか先制できたことで少し安心。
しかしここで守りに入ってはいけない。
 ３回の裏は塚本７番から。
ここは初球が肝心で、はやく追い込めば問題ないと見ていた。
しかしその７番バッターに追い込んでからの死球！
そしてつづく８番に送りバントを許してしまう。
 ９番からは慎重に三振をとったが、打順はトップにかえった。

 １打席目は三振だが、ソフトではトップバッターは最強の打者と考えたほうがいい。
できる限りたくさん打席に立たすという意味からも、４番より１番打者最強説を唱える人も多い。
そして上手く捉えられセンターへはじき返される。
しかしセンターは橋本。
なんなくさばき、１点リードで４回突入。

この回は４番藤原から。
このところコンスタントにヒットが出ている。
 打席でもなにか打ちそうな雰囲気が漂っている。
そしてこの打席も期待通り、左中間への２塁打。
さあ来た。
ここはなんとしても追加点。
うまく３塁をおとしいれた藤原を置いて、５番倉員のあたりはラッキーなセンター前タイムリー。
バットの芯にあたらなかったおかげで、投手・セカンドをすりぬけてセンターに届いた。
よしやった！
 待望の追加点！
これで随分楽になった。

 ４回は塚本２番から。
ここが勝負。
と何度も言うようだが、とにかく先頭打者、そして初球。
 追加点に気を良くしたのか、柳本のピッチングに少し余裕がでたようだ。
 ２番三振、３番セカンドフライ。
 ４番にはコースをついた球がすこしはずれ四球。 
しかし５番にはいいあたりだったが、投手前ゴロでアウト。 
 残り２分半で５回にはいった。 

アパッチの攻撃は１死で代打の細川来が打席にはいる。 
このパワーヒッターは他のどのチームにいってもクリーンアップを打てる豪打のバッター。 
そしてベンチ・応援団の期待を一心に背負い、振り抜いたあたりはライトの頭上を越える見事なホームラン。 
ダイアモンドを走り、ベンチに帰ってきたその素晴らしいドヤ顔は光り輝いていた。 
 ３点差しかしまだ１アウト。 
 打席は柳本。 
ここも1-2と追い込まれたが、同じテツは踏まない。 
パッコーン。 
 打った瞬間レフトの頭上をはるかに越える素晴らしいあたり。 
レフト方向で練習をしていたチームが、飛んできたボールを見ながらあっけにとられていた。 
その後も足でかせぎ、この回３点を奪いトータル5-0. 

最終回、先頭打者を四球で歩かせたのはいけないが、その後すぐの5-4-3のダブルプレー。 
 最後の打者はねらった三振でゲームセット。 
この試合に関しては序盤どちらも硬かったが、１点を先制したことにより、アパッチが普段どおりの動きができた。 
先発出場者だけでなく、途中交代の選手も含め、全員がなんらかの形でこの試合に参加しているという存在感を
感じた。 逆に塚本打線は、緊張感から悪球打ちが目立ち、また内野もほとんど声なく、結局半分の力も出せて
なかった。 ベンチの控え選手の大声援が素晴らしかっただけに残念だった。 
 大会独特のムードに慣れれば、この試合ももっと接戦になっていたのは間違いない。 

いずれにしても初戦を突破し、２回戦に進む。 

 ２回戦開始と同時に雨が激しくなり、中止となって次週にもちこしが決定。 
できればもう一試合したいところだった。



2013.9.9  大阪夏の陣　（３）

9月8日（日）大阪夏の陣2日目
 先週の雨で順延となったこの日であったが、週間予報でも雨ということで開催が危ぶまれた。
 当日の朝もどんよりとした空模様で、どうなるのかなという不安感いっぱい。
 主催者側の発表では、今日雨の場合は予備日なしで、大会そのものが中止となるということであった。
そうなると、出場チームに声をかけ、別の大会を組むつもりで、いろいろ思案をしていた。
しかしどうにか開始時間を少しずらしてのスタートができることになった。

 前週1回戦を勝ちあがり2回戦は本日の第3試合目から。相手は都島区代表の高倉子ども会。
2年連続の出場だが、実はこのチーム少年野球のチームらしい。
 当然投手はウィンドミルではなく、下投げのスローボール。
しかし基本はできているから守備もうまいし、そこそこの投手にはあててくるのだろう。
アパッチだけではなく、通常のチームにとってはこいう投手は対処しにくい。
 現に昨年あの城北が苦戦している。
 試合開始前の私の指示は、ダウンスウィングを心がけること。この1点だった。
バッテリー間10.67ｍの距離での柳本の速球を、少年野球のチームが打てるわけはない。
そう思い込んで、攻撃での指示だけで十分だと思った。
 
先攻の高倉子ども会。トップバッターはやはり、ミートの上手い選手だった。
 右方向に飛んだ打球はセカンド新宮の右を抜いていった。
 当然のごとく、ライト倉員が突っ込み、ファーストへ矢のような送球。
このための倉員のライト。よしやった。 「セーフ」ファースト塁審の手が横に開いている。
1塁側に陣取ったアパッチ応援団、また後方の観客から思わず失笑とヤジがとんだ。
 微妙なタイミングならまだしも、これをセーフというようなら、この先思いやられる。

そのあとこのランナーは２盗を試みたが、藤原の素晴らしい送球でアウト！？
このあたりは審判団のバランスが良かった。？１回の裏のアパッチの攻撃は注意をしたにもかかわらず、
 アッパースウィングでの内野フライが続き、おもわず怒りの大声がでてしまった。
しかしそこから目がさめたアパッチ打線は火がつき、結局４回8-0でコールド勝ちをおさめた。
 最低目標ラインの２回戦突破。
さあ、勝負はこれから。 玉造・豊里・海西・・・。
これから３試合、燃えるような熱い戦いが待っている、そう感じながら他の面の動向をさぐるため会場を回った。

2013.9.10  大阪夏の陣　最終章

各コートの勝ち上がりチームは大体予想通り。
 ＡコートではＯＳＦＬの仲間である今川が初日北区と引き分け抽選で敗れたり、
 榎本が２回戦で生野区に敗戦したりということもあったが、大きな流れの中では順当なところだろう。

アパッチは状態が良い。
 ７月中旬から少し低迷期に入り、少しあせったりしたこともあったが、今は文句のつけようがないくらい良い。
あのときはエース柳本が球は走らず、微妙なコントロールが定まらず、打のほうでも倉員が悩み苦しんでいた。
とにかく４番を打ったこともある彼が、８番を打つ！それでもバットにあたらず三振の山。
そして肝心要の内野守備陣も穴が多く、これで行こうという陣形が決めれない状態だった。
盆を過ぎた頃から、各選手の自覚ができ、やっと見通しがたった。そして迎えたこの大会。

 １・２回戦は文句のつけようがないくらい上手く行き過ぎた。
しかしこれからが本当の戦い。そして相手も予想通りの玉造バスターズ。
 相手の攻撃の作戦パターンは読めている。
 打力・投手力はこちらが上、しかしディフェンス・チーム全体のハーモニーは相手が上。
さあ、どんな戦いになるのか。

 初回、先頭の柳本が会心の２塁打、よーしやった。
ところがここから勝負の神様が少し遊ぶ。
 外野からの返球がそれる、それにすばやく反応した柳本がサードへ。
アウト！
 何事もなく進めば無死２塁。
しかし、連係プレーが乱れたばっかりに３塁憤死。
ちょっとした勝負のあやだった。



 ２回を終わって0-0.
ここまでアパッチ３安打の１四球。
 玉造１安打のみ。アパッチ優勢。

そして迎えた３回、打者一巡するこの回が一つのポイントだと思っていた。
 ８番中橋が素晴らしい左中間への２塁打。
 柳本が倒れるも、２番貫志がこれまた火のでるようなセンター前タイムリーで先制した。
 湧き上がるアパッチベンチ。
その裏の玉造の攻撃も簡単に三者凡退。あと２回の攻撃で１点取れれば勝利が見える。

そして４回は４番から。藤原・倉員ともあたりはジャストミートの素晴らしいものだったが、
 玉造の２セカンドはコウヘイ、落ち着いてさばきスキを見せなかった。

 問題の４回裏、いい守備をみせ、第１打席もレフトへの唯一ヒットをとばした２番コウヘイが先頭打者。
この回をおさえれば、またこの先頭打者さえしのげれば・・・。ショートゴロ！
この大会ここまで完璧な守備をしていた名手祐才。少しグラブの中でボールがはずむ。
 
 早く投げなければ、その気持ちが送球を少し狂わす。ファーストセーフ！
 苦笑いの柳本であったが内心は？
 本来ならここで内野手が集まっての意志統一をはかり、一息入れたいところであった。
 ３番をサードファウルフライにしとめたが、２盗を許し１死２塁のピンチ。
 ４番を迎えた。
いちばんいいのは敬遠だろう。
しかしアパッチには敬遠の２文字はない。勝負。
しっかりしたスウィングでセンターへ運ばれる。球がど真ん中にきてしまった。

 １死１・３塁。ここでいろいろな攻撃が考えられる。
 盗塁、スクイズ、エンドラン。
 玉造の攻撃はバッターを信頼しての強攻策。
そしてこの小柄な１１番（５番打者ではあるが）は必死の形相で柳本に挑んでくる。
[ この打者は来年も要注意！]
追い込んだが、決め球がまたまた少し高く入る。
レフトへの飛球。
ウッ！
 犠牲フライとしては微妙なところ。
しかしランナーは俊足のコーヘー。
そしてレフトは４年生森。
こういう場面も想定しての森起用ではあったが、少し１塁側にもそれたが、やはりランナーの足が優っていた。

 問題はこのあとだ。
 １塁ランナーはこのタッチアップをみて遅れて２塁へ進塁を試みる。
 藤原２塁へ送球。
ワンバウンドのボールが走者と交錯し、そのままセンターへ。
センター橋本はレフトフライのカバーから戻りきれず、ボールにさわることすらできなかった。

このプレーでの問題は２塁のカバーが遅れたこともあるが、ライト・センターが次のプレーを見越しての守備位置に
つけていなかったこと。なにより、捕手の２塁への送球がワンバウンドだったことなどがある。
だけど負けるときはこんなもの。
 少しの悪条件が重なり、勝敗が決まる。

 今年もメダルに届かなかった。
 優勝は海老江西を撃破した豊里連合が昨年に続いての連覇！
 豊里さんおめでとうございます。
 立派な戦いぶりでした。
 ５年生もたくさんいて、来年も優勝候補の筆頭であるのは間違いない。

 今日で今期の上半期終了。
あと一歩すべてで足らなかったアパッチであるが、更に精進してメダルを目指してやって行こう！



2013.10.21　1ヶ月以上も開いちゃった

今年は台風が頻繁に来日し、週末の雨が異常に多い。
そのためソフトボールの日程が大幅に狂い、これからどうしようという状況である。

9月から開始した日本縦断のヒアリングがとてもハードである。
最初から予期していたことであるが、北海道から沖縄まで毎週の実施で、身体も大変だが、精神的にもちょっと
疲れ気味なのだ。まあ、しかし仕事がある、できるということは幸せなことで、
 同級生には６０歳定年を迎えて、悠々自適に家で遊んでいる者もいる。
ジットしているのが嫌いな私にとって、それはとても考えられないことで今の生活は最高に喜ばしいことなのだ。

とにかく時間がない。 ＨＰのスケジュール欄と成績を更新するだけでいっぱいいっぱい。
おまけに八大交流戦や金原杯のプロデュースも時間と手間がかかる。
やっと段取りできたイベントも、雨のために変更！（もう、いや！！）

9月の大阪夏の陣では、一応目指していた最低ラインの成績は残したものの、その後はやはり例年どおり、
低迷期に入っている。目標がしっかり定まっていないというのが最大の要因で、これは仕事と全く同じ。
毎日、規則通りに起きて出勤し、仕事し、そして帰宅。こんな生活では、実績も残せないし、一人の人間として進歩
することはない。目標・目的を持ち、その実現に向けてなにをすべきなのか考え、そして行動指針を定め行動する。
そのあたりをしっかり実行しているチームや人間は強い！
 半澤直樹が言っていた、 「私はかならず5億を回収するから、邪魔をしないでもらいたい！」
 「やられたらやり返す、倍返しだ！」この姿勢が不可能を可能にするのだ。
この1ヶ月あまり、書きたいことが山ほどあった。迫田杯・香楠荘での熱く語ろう会・連合運動会・・・。
ヒマを見てこれから思いつくまま、書き記していく。

2013.10.28　東淀川大会　１次予選 

10月26日（土） 東淀川大会に参加させていただいた。
1次予選は池島小学校にて、４チーム総当りの２チーム勝ち上がり。対戦相手は、池島・豊崎東・海老江東。
 池島は昨年の大阪市では実力ＮＯ１といわれたチーム。
 豊崎東は３年ほど前、走攻守にまとまりをみせ、アパッチと壮絶な戦いを繰り広げたライバルチーム。
 海老江東は言わずと知れた、福嶋の強豪チーム。

 初戦の池島・２戦目の豊崎東とも、相手チームのエラーが目立ち、アパッチのできそのものより、相手の自滅で
勝たせていただいた感があった。そして３戦目の海老江東戦に臨む。
 今期春先に一度があるだけで、なかなか対戦の機会がなかった。
で、公式戦でお久し振りの顔あわせ。柳本の今日のできはあまりよくない。
 初戦でもストライク・ボールがはっきりしていて、ワンバウンドの球が多い。
おまけにストレートの伸びがわるく、いわゆる球が走っていない状態。
 対する海老江東。同様にチームの仕上がりはあまり良くないと見えた。
エースの球はいい。しかし後半スタミナ切れか乱れている。
 内野守備も集中力が維持できていないから、ファインプレーがあったと思ったら、
なんでもないゴロを処理できなかったり。これはドッコイかな。

 Ａの試合中、Ｃの成績のメールが届いた。
 Ｃチームは欠席者が多く、１０人で臨んだが９－２ , １２－１という大差の２連勝で予選を勝ち抜いた。
さすがＣチームはやるな～。

 初回柳本の立ち上がり、ショートへの内野安打にサードのエラーがからまり先制を許す。
このあたりが、夏前頃との違いで、簡単に失点してしまう。
モチベーションの差か、目的意識の違いなのかもしれない。
 １０月にはいり、監督・コーチ・選手に少しずつではあるがその話をしてきた。
でもまだまだ浸透できていない。

その後もランナーを許すが、どうにか追加点を許さず、
また攻撃陣も相手エース君の球を絞りきれず無得点で0-1のまま３回に突入。
 後半に少し乱れてくると想像していたが、案の定先頭の７番新宮が四球で出塁。
そこから４安打を浴びせ、４点をもぎ取り逆転勝ち。

あまりいい試合ではなかったが、この試合をどんな形であれ、勝利したことは大きい。
みんながそれぞれの役割をしっかり果たせば、勝利は転がり込んでくる。
そう実感できたことが、明日の近畿大会に繋がってくるということを、この時点ではだれも気づいていない。



2013.10.29　近畿大会のサプライズ

大阪夏の陣にむけて、とにかく9月の第1週が最大の目標。
 ３月から新チームでのさまざまな大会があるが、結局はこの夏の陣への布石であるという捉え方をしている。
このあたりは各チームで考え方が違うかもしれない。

したがって区予選を勝ち抜き、そして夏の陣を終了した段階でひと段落。
そこから11月の中旬くらいまで、なかなかモチベーションを取り戻すことができない。
ひとつの理由として、９・１０・11月と大会が多いこと。
ある大会で予選で敗退しても、また来週あるからいいやと半分負け惜しみで納得する。
そんな状態だから、一つの大会に集中できず、絶対勝たねばという気持ちが薄い。
3年前、夏の陣で優勝したにもかかわらず、その後意気があがらず、チームに不協和音がでたこともあった。

 今年のメンバーを考えても、もっと成績があがっていてもおかしくないチームだと思う。
そこはやはり、選手のモチベーションをあげることのできない私を含めた指導者の責任だ。

 東淀川大会でアップアップで3連勝を果たしたが、しかし内容はどうあれ3連勝した勢いというのが翌日の
近畿大会にどう影響するのか、非常に楽しみだった。おまけに相手が榎グレートとサンボーイズ。
 組み合わせは主催者が決めるのだが、どう見てもわれわれにとって予選の組み合わせとは思えなかった。
しかし、決まった以上は仕方ない。
 一泡ふかせてやろう。

ということで27日（日）会場に向かった。
 初戦は榎グレート。
 昨年から続く榎旋風は怒涛のごとく続き、いろいろな大会に優勝している大変なチーム。
 今年の対戦がないのは、どの大会もアパッチが簡単に負けているためで、今回予選の1回戦で当たるのは幸運とも
言うべきかも。さあ、あたって砕けろ、しかし柳本の調子次第では、そんなに失点することもないと信じているし、
 相手エースからは簡単に得点できないにしろ、接戦に持ち込んでいい試合をしたいというのが本音だった。
そして次の2回戦はサンボーイズ。
これまた今年ここまでG-1を2度ほど制覇し、実力NO１と噂されるチーム。
まあ両チームともアパッチより実力は上と認めざるを得ない。

しかししかし、勝負とは面白いものだ。
 軟投派の投手には本当にヒット1本打つのも苦労するアパッチ打線が、
 今シーズンを代表する両投手に果敢に挑み、長打を連発する。
もともと柳本は言うに及ばず、藤原・橋本・倉員・酒井・工藤・菅といった選手は、どのチームにいってもクリーンアップ
 の力は持っているし、新宮・村富・中橋佑・村上なども１・２番でも十分使える。
それに控えといっても、細川龍・真崎・細川来といったところもパンチ力のある選手だ。
みんな時を同じくしてベストのコンディションが作れていないので、アパッチ打線の機能が発揮できていないことが多い。

だから相手次第で調子をあわせることが多く、Cクラスのチームに苦戦することがあったかと思うと、
このように超Aクラスに善戦いや勝ってしまったりするのだ。
そこらあたりがアパッチの面白いところで、だからほかのチームに人気があるらしいのだ。
 （喜んでいいのか、悲しんでいいのか）

いずれにしても今日の２試合、しっかりチャンスをものにし、守備でもエラーもあるが、最後の最後に4年生に
ビッグプレーがとびだしたり、エース柳本は本調子とは言えないものの、大阪を代表する両チームの打線に対し、
しっかり投げきっての2連勝はすばらしいことだ。
まだまだ半年を残した今季のチームではあるが、忘れられない日となったことには間違いない。



2013.11.5　近畿大会の反省

近畿１次予選にて、あの強豪チームを撃破し（榎グレート・サンボーイズ）、
 １３期生の終盤、このまま一気呵成にいくぞと思い、この３日間の戦いを迎えた。

ところがどうしたことであろう。
 折角１次予選を突破し２次予選に進出できたのに、選手の気持ちが１次予選ほど高まっていない。
 榎・サンボーイズとの１次は負けてもともと、ならば思い切ってやってやろう。
 誰もがそう思って試合に臨み、まあある意味無欲の勝利ということであった。
 当然、この２連勝は大まぐれでもなく、もともと潜在的にはそのくらいの力は持っているチーム。
 力の発揮する術を知らないだけなのだ。

 ２次予選、豊里・福泉上に敗れてしまう。
もちろん、両チームとも１次を勝ち抜いたツワモノではあるが、これほどの負け方というのは、
相手がどうこうというより自分の問題。
 投手を含めた守り、打撃すべてがよくない。
というより気持ちの持ち方だと感じる。

それが３日の白さぎ大会決勝にも引きずる。
 初戦の喜連連合戦はまだしも、２回戦生魂戦でも同じこと。
 初回にエラーから失点。
 打撃はわずか１安打で完敗。

 特効薬はない。
 山篭りでもして、座禅を組ませ、精神鍛錬をしようか。
 本気でそう考えている。
 終わりよければすべてよし。
 ６年生はこの６年間やってきたことの総決算。
 勝ち負けより、精一杯やってきたことの証として、満足のいく終わり方をさせてやりたい。

 明日は金原杯Ｕ５大会。
 来期を占う、新チームの大会。
 雨が心配だが、とにかく準備だけは整えておかないと。
 昨年、新設したこの大会で優勝。
 ２回目の今年は昨年にも増して強豪が勢ぞろい。
どれだけやれるのか楽しみだ。



2013.11.6　第２回金原杯Ｕ５ 

第２回金原杯Ｕ５大会
 第２回としているが、昨年はアパッチＵ５という名前だった。
 昨年７月にお亡くなりになった金原氏を偲び、なにかの大会に名前を残したいということで、
この５年生以下の大会に冠をつけさせていただいた。
 昨年は見事優勝し、２連覇といいたいところであるが、今年はなかなかのチームが集まった。
 対するアパッチは中橋・工藤の両輪を中心に好チームという印象はするが、
エース中橋も、できの良し悪しがはっきりしていて、投げてみないとわからないということが多い。

 全般的には打撃はそこそこだと思うが、守り特に外野が心配。
 僅差の勝負をどれだけ勝ちにつなげるのかが課題となってくる。

 天気予報でも雨マークが大きく映し出されていた。
しかし前日頃から移り変わりが少し早くなってきて、どうにかなるかなという様子であった。
 ６時頃まで降っていた雨も、どうにか止み、とにかく現地にいってコート整備あるのみ。
 ６：５０現地到着。
さあ、整備、整備。

で、予定時間通り無事開催。
 抽選の結果、城北・玉造・忠岡馬瀬高南・アパッチというブロック。
 余り喜べない組み合わせであったが、相手がどうこうより、自分がしっかりやれるかどうか。

 初戦は城北ユニオンズ。
 他の大会と重なったのか、主力が来ていなかった。
しかし相手は城北、油断ならない。
で、ふたを開けると案の定初回失点。
 先頭打者に四球を与え、ＷＰやなにやらで３塁まで進められ、内野安打で１点献上。
 控え中心といってもやはり城北ユニオンズ。
しっかりしている。

その裏同じような展開で、四球・ＷＰなどで１点を還したが、結局同点とまり。
 ２回以降相変わらずボール球が多いが、速球の威力はありノーヒットに抑えた。
アパッチも最終回に、なんとか中橋佑のサヨナラヒットで勝利を得たが、危なかしいことこの上ない。
 先が思いやられる。

 次戦の相手忠岡馬瀬高南が玉造と対戦。
アパッチ２戦目に忠岡とあたるというので観戦していた。
どうも玉造の動きがぎこちない。
 逆に忠岡チームははつらつとした動きでのびのびとやっている。
 打撃もなかなか素晴らしい。
こりゃ気をつけないとイカン。

という思いでアパッチの２回戦を迎えた。
 相手投手の球はさほど速くない。
しかし内野守備はしっかり仕込まれている。
 １点の勝負かな。
 初回に中橋佑にヒットが出たが無得点。
その裏、やっぱり先頭打者に四球を与えたが、中橋奎が盗塁を見事に刺す。
 ２死後に内野安打で出塁した走者が果敢に盗塁を試みたが、中橋奎が矢のような送球でまたまたアウト。
この試合２回・３回にも盗塁を刺し、この試合盗塁刺４つという素晴らしい記録を打ち立てた。

この試合は２回、中橋奎・小門、本日絶好調岡橋のヒットなどで２点を奪った。
その裏１点を還されたが、中橋佑は大きく崩れることなく最後まで投げきった。

 午後の決勝トーナメントは雨のため残念ながら中止となったが、
 ２連覇に向けて連勝はほめられていいものだった。
まだまだ課題の多いアパッチ新チーム。
 全員野球（ソフトボール）で臨まなければ活路は見出せない。
 決勝進出は田中子ども会・八木ソフト・生魂子ども会。
 大方の予想通りのチームがあがってきた。
さあ金ﾒﾀﾞﾙ獲得なるか。



2013.11.14　花粉（？）アレルギー 

 喉が痛くて咳がひどい。かれこれ１ヶ月前ころから喉がいがいがしていた。
 １１月に入り咳き込むと止まらなくなり、仕方なく医者へ。 「アレルギー症状ですね」
 「花粉か何かですか」 「詳細はわかりませんが、多分そうでしょう」
 花粉アレルギーというのは春先だけと思っていたが、こんな時期にもあるらしい。

 日本縦断の出張も大体飛行機移動なのだが、JRを利用することも多々ある。
 １０月末に仙台・北海道へ行き、翌週は広島・姫路、そして今週は名古屋に行ってきた。
 名古屋～新大阪ののぞみ号の車中で、咳が止まらなくなった。水を飲んでもダメ、のど飴もダメ。
 周りのひとが心配そうに覗いてくれる。 （本当はうるさい咳やなと思っていたひともいただろう。）
たまらず洗面所でうがいなどをし、収まりを待っていた。
どうにか咳もやみ、静かに本を読んでいたが、どうにも落ち着かない。

 ６０歳を超え、やはり身体の抵抗力も弱っているのだろう。 咳と馬鹿にしたわけではないが、
 この咳ひとつで睡眠不足になったり、体力を消耗することも多いという。
 詳しくはわからないが、頂いた薬が５種類。そして従来服用している、中性脂肪・血圧などが５種類。
 全部で10種類の薬を飲まなければならない。
この薬を飲むのをやめたら死んでしまうのかな。
なんて、つまらないことを考えながら、毎食後薬袋と格闘している。

2013.11.24　第８回まがたま杯 

１１月２３日（祝）まがたま杯参戦。
ソフトボールの大会としてメジャーは近畿連盟主催の近畿大会や、 大東フレッシュ・泉州グリーンカップ・菊花・
 出口・ドリーム、５・５ソフト・しらさぎ・新平野・ＭＯＳＬカップ、 地域的な大会として岸和田市長杯・東淀川大会
などがある。それ以外にもチーム主催の大会が大きくなりつつあるものとして、城北杯・加島杯もあるが、
その中の一つにこの玉造主催のまがたま杯がある。

なんとも魅惑あふれたネーミングの大会であろう。今年で８回目を迎えるらしいが、 私にとっていちばんの思い出は、
もちろん２年前の優勝のことではあるのだが、その２年前、２００９年の４回大会のことが戦慄に頭に残っている。
その年、いわゆる大阪戦国時代のときで、玉造・西三国を筆頭に、松原ガッツ・港晴・天翔・豊崎東・田中・城北と
いったチームのエースが素晴らしく、プロ野球でいうドラフトの当たり年と表現されるのと同じようなものだった。
アパッチにも森涼介というスーパーエースがいたが、結局この年１度もテッペンをとることはできなかった。

そしてこの年のまがたま杯の決勝が、ソフトボールの歴史に残るすさまじいものだった。アパッチは準決勝でホストの
玉造に敗れ、その玉造と西三国の決勝戦になるわけだ。私は１塁審を任され、厳しい一戦に身震いしながら臨んだ。
 玉造舞田、西三国植田両エースの投げあいは決着つかず、ついには１０回西三国のさよなら勝ちで幕を閉じる
のだが、この２時間近い戦いは、私のソフトボールに関わったなかでもベストの試合だった。

エース柳本を擁し、期待感いっぱいで出航した酒井丸だったが、ここまでイマイチ消化不良の内容でもある。
 先日の近畿大会、１次でサンボーイズ・榎グレートという優勝候補チームを破ったかと思えば、２次予選で惨敗する。
なにか気持ちの持ち方がちぐはぐで、本当の力を発揮できていない。
 終わりよければ全てよし、残された大会でひとつでも上位に食い込み、アパッチここにありを証明したいところだ。

 会場について柳本のピッチング練習を見た。「珍しく調子ええな、頑張れよ」
 柳本は笑顔で返して来た。 本人もなんとなく感じているのだろう。今日は期待できる！

 １回戦は榎本子ども会。 春先の４月は０－０．
 ７月の練習試合は２－３．ここまで１敗１分、しかし今日は負けられないところ。

 初回、榎本の先頭打者にセンター前に運ばれたが、後続を打ち取り安堵の表情。
２回、工藤・菅のヒットで１点を先制。 ４回にも倉員のヒットを皮切りに、今日の当たり屋 菅がタイムリーで追加点。
エースヤナは最後まで気を緩めず２安打完封、リベンジを果たした。

 ２回戦は田島フェニックス。エースは身体も大きく、速球もいい。
しかし残念ながら制球に難があるようで、初戦の榎本戦でも自滅という感じだった。
 初回四球ででた柳本が自慢の快足で進塁し、内野安打１本で先制した。
 ３回には６四球で５点をいただきそのままゲームセット。
どうにか予選を１位で突破できた。 決勝トーナメント進出はＡゾーンが城北・玉造・榎本。
 Ｂゾーンが今川・田中・清水丘。いずれ劣らぬ強豪で、厳しい戦いが待っている。



2013.11.25　城北との戦い

予選終了後抽選。アパッチはＢ組首位通過で、シードされた。
そして準決勝は今川との熱戦に勝利した田中と対戦が決まった。

 今季は田中との相性がいい。単に相性がいいだけであって、実力はほとんど同じ。
たまたま対戦したときのバイオリズムが勝っているだけだ。

 初回、田中の攻撃で早速内野にミスが出たが、失点には至らず安堵。
その裏アパッチ、２死から橋本がライトオーバーのシングルヒット（？）これはグランドが狭いため仕方ない。
 盗塁で２塁に達し、４番藤原が同じく右中間オーバーで幸先良く先制した。

ここから柳本はピッチを上げる。
 速球だけでなく、球のきれそのものがよく、打者には魔球のように見えているのかもしれない。
 大げさだが、田中の各打者が首を振ってベンチに戻っているところを見ると、本当に打ちづらいのだろう。

 １点をリードされたあせりからか、田中の守りに連鎖的に破綻が起きる。３回に２点、５回に３点。
ここ何年かの間の田中との対戦で、これだけ一方的になったことはない。
 実力が紙一重でも、流れでこういう展開になるのは本当に怖い。
アパッチｖｓ縄手東ではアパッチがこれを経験した。ということで決勝進出を決めた。

 片方の戦いでは、ホストチームの玉造ｖｓ城北が行われていた。
 結局２－０で城北が勝利し、ひさびさに王者城北との戦いができることになった。

 城北ユニオンズに関してはあえて語る必要もないのだが、今季ここまで春の菊花大会に優勝し、
 先日の秋季近畿大会でも頂上に上がった。今や名実とも大阪市ＮＯ１の地位を揺るぎのないものにしている。

 今年の対戦も４月0－４、７月0－1と敗れている。
 特に７月の対戦では、安打数はアパッチのほうが多く、たった一つのミスで決勝点を奪われた。
とにかくミスが少なく、試合巧者、選手ひとりひとりの能力よりも、９人合わさったチーム力が１×９＝９ではなく
１０いや２０くらいになっている。そのあたりが日ごろの練習量いや質の賜物なのだろう。

 今日は天候・環境全てで絶好調。王者城北に一泡吹かせたい。
そんな気持ちで、アパッチ選手・ベンチ一丸となっていた。

 先攻はアパッチ。先頭の柳本が痛烈な内野安打で出塁。そして盗塁。
 普通は送りバントが常識なのだが、６年生の夏前頃から柳本の俊足に拍車がかかり、
 常識では考えられないスピードになった。
 鉄壁の守りを誇る城北にも、その自慢の快足は通用し、難なく２塁ベースを奪い取った。
そして酒井の送りバントが一発できまり、ワンアウト３塁のチャンス。
ここで登場が橋本という願ってもない場面。
 期待に応えた橋本はセンターへの飛球。
 上がった途端だれもが楽勝の犠牲フライと思った。
しかしそこはさすが城北野手陣。
センターからセカンドを中継し捕手のミットへストライク。
おそらく柳本以外の選手なら、どんな俊足選手でもアウトだろう。
 俊足をとばし、見事に捕手のタッチをかいくぐりセーフ。
 久し振りに城北から１点を奪うことができた。

 城北戦はここからが勝負。
スキを見せると、どんな小さな穴でもこじ開けてくるのが城北だ。
しかし今日のアパッチはいつもと違った。
 ２・３・５・６回とランナーを許すが、ここぞというとき柳本の気迫のピッチングが勝り点を許さない。
 本日４試合目、苦しくて肩で息をしている、しんどいのが良く分かる。
でも城北に勝ちたい。
その気持ちが柳本をふるい立たせ、勝利を呼び込んだ。
もちろん、捕手の藤原も、サード酒井・セカンド橋本も目の色が違う。
 村冨・倉員・菅・細川龍・眞崎６年生全員が一つになり、５年生中橋・工藤・細川来・村上・岡橋を引っ張る。
こんなアパッチは見た事がない。
やればできる。

 価値ある優勝。
どんな大きな大会で優勝するより、アパッチにとってはこの城北戦の勝利は思い出に残るものだと思う。



2013.11.28　東淀川大会　Ｃチーム 

まがたま杯と同日、東淀川大会も開催された。
 本来はＡチームも予選で３勝し、この日の２次予選に出場権利があったのだが、
どうしてもまがたま杯を重視せざるを得ず、涙を飲んで棄権したわけだ。
そのかわりＣチームが決勝トーナメントに進出し、優勝をめざすことになった。

 決勝に残ったチームは大阪でも北地区に位置するチームが多く、
 日ごろあまり顔を合わすことが少ない。
しかし、１・２年後にはＡチームとして対戦することも多くなるだろうし、
まあいい経験になるのは間違いない。

アパッチＣチームはなかなか好調で、がっぷり組んで負けたのは、
ドリームカップの準決勝で榎グレートに負けたくらいで、
 純粋のＣ対戦ではほとんど敗戦したことがない。
エース森はスピードこそ超１級とはいかないが,緩急をつけた頭脳的な球はなかなか打ち崩せない。
 捕手中橋奎も、インサイドワーク・肩・リーダーシップ全てで４年生としては桁が違う。
とにかく先日の大会でも、１試合４盗塁刺殺を記録したほどだ。
 残りのメンバーも２・３・４年生でバランスよくまとまっている。
さあ、東淀川でもその実力が発揮できるのか。

 初戦鶴見連合。
 初回からアパッチ打線が大爆発。
 宮本の３塁打、森・藤原のホームラン。
とにかくやめられない、とまらないというカッパエビセンのような攻撃で１３得点。
 見事１回戦をクリアーした。

 準決勝は初戦で豊里連合に圧勝した塚本連合。
このチームは豊富な部員で各学年とも力がある。
さあ、アパッチはいかに挑むのか。
 初回中橋奎・森・金本のヒットなどで３点を先制。
 ２回も森に３点ホームランが飛び出し試合を優位に進める。
エース森は頭脳的なピッチングで相手に得点を与えない。
 結局終わってみれば被安打２の完封勝利。
 見事に決勝進出を果たした。

 決勝は吹田の北小ブラボー。
 日ごろ対戦はほとんどないが、良く聞くチーム名だ。
 決勝までもあぶなげなく勝ち抜いてきているらしく、油断ならない相手のようだ。

 立ち上がり本日無失点の森が珍しく乱れ、２死からヒット・盗塁・ＷＰからタイムリーと先制点を奪われた。
このあたり相手のうまい攻撃が上。
しかしその裏、先頭の中橋奎が四球を選び、盗塁から相手バッテリーのミスですぐさま追いつく。
 ２回に１死満塁の大チャンスがあったが、後続が倒れ、３回に突入。
 ２死満塁のピンチを迎えたが、森はおちついて５番バッターをしとめ裏の攻撃に期待をかける。

 １死から４番西埜が四球を選ぶ。
 金本のあたりが相手エラーを誘い、続く宮本がセカンドへの痛烈な内野安打で勝ち越し、
そしてそのまま攻撃中に時間切れでサヨナラ勝利となった。

 見事な優勝。
この日はＡチームがまがたま、Ｃチームが東淀川大会とアベック優勝。
アパッチにとっては最良の日となった。

この調子で明日のＡは岸和田市長杯、Ｃは城北ジュニア大会に挑む。
なんだかアパッチに風が吹いてきたのかな。



2013.11.29  岸和田市長杯 

まがたま・東淀川とＡ・Ｃ別々の大会で優勝し、絶好調のアパッチ。
しかしこんなときは翌日コロッと行くことが多く、今日はある意味大事な戦いであった。
 今日もＡ・Ｃが分かれ、Ａが岸和田市長杯、Ｃが城北ジュニア予選だった。

 Ａの岸和田市長杯は昨年初めて参加させていただいた。
 親交のある八木北の根来監督のご紹介だった。
ほとんど泉州・泉大津・岸和田のチームで、大阪市内からはアパッチだけのようだ。
このような大きな大会で、初めてのチームと対戦するというのは本当にいい勉強で、これから大人へと成長する
なかで素晴らしい経験となって活きてくる。昨年は残念ながら雰囲気に呑まれ、予選敗退ということであった。
さあ、昨日の勢いでリベンジだ。

 初戦は泉大津のＳＳＣチーム。
 事前の情報ではなかなかの強豪チームというだった。
 投手は速球派ではなく、技巧派で緩急とコーナーをつく制球力が自慢らしい。
アパッチとしては少し苦手なタイプであるが、今の勢いなら大丈夫だろう。
とにかく先制すること。

 初回、柳本が痛烈な当たりの内野安打、すかさず盗塁し、酒井の送りバントが相手エラーを誘い、橋本が
タイムリーと理想的なパターン。２死後に倉員が特大の左中間３塁打でこの回３点目。
 大きく優位に立った。

このリードで楽になったエース柳本は、昨日の好調そのまま相手打線を寄せ付けない。
 ２・３回にも１点ずつを奪ったアパッチは見事５－０で完勝し、初戦を突破した。

 ２回戦は東光子ども会。
 投手は正統派の本格右腕。
しかしアパッチにとっては今もっとも組みやすい相手。
 初回先行のアパッチ打線が火を噴いた。
 浮き足立つ相手守備陣のミスをつき、大量６点をゲット。
 ２・３回も攻撃の手を緩めず一方的に攻め続けた。

 守っては柳本が初回を簡単に３人で片付け、２回からは中橋佑が登板。
その中橋がこれまた素晴らしい出来で、スピード・キレとも申し分なかった。
 四球をひとつだしたのはいただけないが、許したヒットはボテボテの内野安打１本のみ。
 上手く行くときは全てよく、アパッチのいいところばかりが目立った試合だった。

この２日間のようなでき・雰囲気は年に１・２度しかこない。
しかしチームによっては周期的にこういう状態を意識的につくることができる。
われわれ凡人・凡チームには非常に難しいことであるが、そのあたりを今後もっと勉強していかなくてはならない。



2013.12.9  ジャガーズカップ 

１２月7日（土）
 大阪東ジャガーズ杯
この大会も今年で7回目を迎えるそうだ。
 毎年参加させていただいているが、1昨年に優勝したが、
とにかく大阪市内の精鋭チームが勢ぞろいし、小規模であるが内容が非常に濃い。
 今年度は城北・加島・榎本・港晴・天翔・鶴見・放出といったチームとの戦いだった。

 初戦の相手は天王寺区の天翔フェニックス。
4年前の大阪市群雄割拠時代に素晴らしいエースがいて、アパッチとも死闘を繰り広げた相手だ。
 序盤、酒井のホームランなどで４点をリード。
いまの調子ならこのまま・・・、そうは問屋が卸さないところが勝負であり、アパッチらしいところ。
ひとつのエラーがきっかけでみんなが浮き足立つ。
 最終回１点差まで詰め寄られ、なおもランナー3塁のピンチ。
やっと正気に戻った柳本は、最後の打者を内野フライに抑え、事なきを得た
 あぶないあぶない。

で、準決勝は城北ユニオンズ！
 優勝するためにはどうしても倒さなければならない相手。
 予選の1回戦で当たらなかっただけましかな、と弱気な気持ちもあった。

つい先日のまがたま杯の決勝で勝っているとは言え、やはり大阪市NO１チーム。
そういえば先週の城北杯（超強豪１６チーム参加）でも優勝し、その力を見せつけていた。
まがたま杯がフロックと言われないためにもやらねば。

 初回、足で稼がれ内野安打、そして送られ2死から内野エラーで先制を許してしまう。
 前回とは全く逆のパターン。
とにかくディフェンスは完璧。
 無駄な失点は絶対しない。
その城北から勝利するためには2点が必要。
そしてこれ以上失点できない。
 重苦しい雰囲気で試合は進む。

3回9番中橋佑がヒットで出塁。
トップにかえり柳本がセンター前で続く。
 酒井が倒れたが、3番橋本がライト戦への渋いヒットで逆転。
 抜群の反発力でひっくり返した。
 素晴らしい。
 終盤、柳本はヒットを1本打たれたが、ほとんど反撃らしい反撃も許さず、王者城北に2連勝した。
いまのモチベーションを維持できればどんなチームが来ても怖くない。

決勝の榎本戦は3-2の辛勝であったが、ベンチ・選手・応援団一丸となったアパッチ軍団に私は感動した。
 １０月まで純粋のAチームとしてメダル０のアパッチが、ここに来て立て続けの大会優勝。
このまま卒業まで維持できれば、こんな嬉しいことはない。
 頑張れアパッチ！



2013.12.10  岸和田市長杯　（１） 

１２月８日（日）
 岸和田市長杯　決勝トーナメント

予選を無難に勝ち抜いたアパッチ。
そして今年いちばんのチーム状態でこの決勝大会に臨むことができた。
ただ一つの不安は疲労感であった。
 昨日のジャガーズ杯、3試合であるが、強烈な3試合。
そして今日優勝するためには4試合。
 疲れないはずがない。
そしてその昨日の疲れも完全に癒やしきれていない状態で今日を迎える。
ただ勝ちたい。
その一心で、試合に臨むことになる。

 抽選の結果、一回戦は岸和田中央。
もちろん初めての対戦で予備知識も何もない。
ところが・・・？
 投手がすごい。
 球が速い。
それもびっくりするくらい。
 打てるの？

しかし今のアパッチは、打てない時は足がある。
2回四球の倉員が盗塁のあとＷＰ2つで先制した。
3回にもヒットの村冨を置いて、酒井が会心のセンター前タイムリー。
 投げても柳本が散発3安打で完封勝利。
 難敵を下した。
 試合終了後に関係者から、相手投手が岸和田NO1ということを聞いた。
おそらく試合前に聞いておれば、こんな簡単に勝つことはできなかっただろう。
 事前の予備知識も、内容によりけりでいいこともあれば逆もある。
とにかく決勝1回戦を突破した。

2回戦は金岡南。
ほとんど名前を聞いたことがない。
しかしこのチームも八木北の根来監督推薦のチーム。
 対外試合や大きな大会ににはほとんど出ていないが、知る人ぞ知る好チームらしい。
 試合開始。
 確かにまとまった素晴らしいチーム。
やはりまだまだ隠れた強いチームがあるということだ。
お山の大将ではいけないということが身にしみて分かる。

2回に倉員・村冨のヒット、3回は藤原・工藤のヒットで2点を奪った。
しかし相手は諦めずくらいついてくる。
そして最終回、勝負を焦ったアパッチに悪魔のささやきが・・・。
なぜかチーム全体が浮き足立ち、野手陣もボールが手に付かない。
エラーが続き、1点差に詰め寄られ、なおも1死満塁。
しかしここで崩れないのが今のアパッチの凄さ。
やっと目が覚めたエース柳本は、後続を渾身の投球で打ち取り逃げ切った。
さあ、いよいよメダルを賭けて準決勝に臨む。

しかし、ここまでの2試合はきつかった。
 楽に勝てず疲労が見えた柳本にも、やはり肩に負担がかかっていたのだろう。
ピッチングに変調をきたしているように見えた。



2013.12.12  岸和田市長杯　（２）

昼食休憩の後、準決勝。相手は浜っこ。交流戦などで顔を合わすことはあるが、対戦はほとんどない。
 学年も少し下かなと思うが、いつも精一杯のプレーで好感の持てるチームだ。
 同胞の城北ユニオンズのチームカラーに似ている。

 本当は準決勝くらいが一番しんどい試合になるのが常。しかし今日に関しては打線が大爆発した。
もちろん、点差ほどの楽勝感などなく、とにかく大味な試合にはしたくないと思っていた。
 試合の終盤、やっと柳本を休ませることができたが、やはり投球フォームが少し崩れていた。
 無理かな？

いよいよ決勝。 相手はやはり天神山ボーイズ。
 投手はゆったりとしたフォームから速球を投げ込んでくる。
スピードも速いことは速いが、超高速とまではいかず、しかしあのゆったりのフォームから飛び出してくる球は、
タイミングが取りづらく、本当に打ちにくい。

 榎やサンボーイズ、今朝の岸和田中央のような本格派速球投手に対抗できても、こういうタイプは他になく、
どう攻略すべきなのか、指示も難しかった。で、明確なアドバイスもなくスタート。

 初回にちょっとトラブルが、
 天神山の先頭打者に内野安打を許し、次打者が送りバントを失敗したあと、センター前に飛球が。
 倉員が突っ込むがワンバウンドで捕球し、２塁へ送球。
 ２塁審は打球を追っかけていたが、センターの送球を見て、セカンドベース方向に視線を移す。
そして、コールはせず、ジェスチャーのみのセーフ。
それも明確なものでなく、なんとなく自信のないあやふやなもののように見えた。

この準決勝は主審・１塁・３塁が公式審判で２塁が一般の方だった。
センターに打球が飛び、２塁審が打球を追ったのを見て、３塁審がセカンド方向へ移動していた。
そして２塁送球を見て、セカンド間際へ移動し、大きなジェスチャーでアウトのコール。
その一瞬前に２塁審のセーフのジェスチャーを見ている相手ベンチからもちろん抗議のヤジが。
 「これはフォースプレーだから、タッチはいりません。アウトです。」と口頭で説明。
 ３塁審は、おそらく２塁審のセーフのジェスチャーが見えていなかったのだろう。
 相手ベンチ「先にセーフ言うてるやん」・・・
４審判が集まり協議。
 数分の後、「ダブルジャッジでどちらかにしなければならないが、先にジャッジしたほうを採用し、セーフにします。」
という説明だった。

これは明らかにおかしな説明で、コールなしで確かにジェスチャーはあったが、ひとつのプレーでジャッジの
後先で決めるのはナンセンス。当然、正しいほうを採用するのが、正確な判定のはずだ。
おまけにこの場合、ジャッジしなければならないのは３塁審のはずで、このあたりの認識は間違っていると思う。

しかしアパッチはこの大会招待された立場。おまけに私は今日もスーツ姿でベンチの外。
あつかましく、しゃしゃり出るのは控えたほうがいいに決まっている。
とにかくこの無死１・２塁のピンチを切り抜けさせることのほうが肝心だった。

 疲労が身体からにじみ出ている柳本を叱咤激励し、ナイン全体を鼓舞する。
とにかく声をだし、選手をのせるしかない。
 負けん気の強い柳本が、顔を真っ赤にし相手打者を睨みつける。
マスク越しに捕手藤原も必死でミットを構える。
 新宮・橋本・工藤・酒井・菅・倉員・中橋守備についている全員が、
いやベンチに入っている控えも、このピンチに点をやってはいけない気持ちが表れていた。
 ３・４・５番を見事に凡退させ、野手全員が勝ったような顔でベンチに戻る姿を見て、
 本当にいいチームになったと私は最高の喜びを感じていた。

しかしやはり柳本の肩は限界に達していた。
 ２回の下位打線は抑えたものの、上位に戻った３回につかまる。

 打線も危惧していたとおり、まったくバッティングをさせてもらえず０行進。
ここはしっかりした指示を出せなかった私を含め、ベンチが悪かったと思う。

でも準優勝。
 強豪揃うこの岸和田で、唯一大阪市内から参加したアパッチが恥ずかしくない試合をできたと思う。
みんなよく頑張ったぞ。
 勝っても負けても泣くことなんかなかったアパッチが、悔し涙を流すことができるほどチームが成長した。
 



2013.12.24   すごいぞ！アパッチCチーム 

とにかく何から記せばいいのか迷うほど、今のアパッチは充実している。
この１ヶ月（11/23～）Aチームはほとんど練習試合なしで、大会（公式試合）のみの勝敗が
１７勝３敗の勝率８割５分、対戦相手が１流チームばかりということを考えると驚異的だ。

しかしCチームに至っては、さらに上を行く１７勝２敗で勝率は８割９分５厘！これまた公式大会のみの成績だ。
 森・中橋奎の4年生バッテリーは他チームに比べて群を抜いている。
もちろんバッテリーだけでなく、２・３・４年生がそれぞれカバーし合って見事なチームワークなのだ。
とにかく今期、6月の狭山同好会大会優勝、白さぎ大会優勝、ドリームカップ3位、東淀川大会優勝、
中央区ジュニア大会準優勝、城北ジュニア大会ベスト16、加島ジュニア大会優勝。いやはや素晴らしいものだ。
 同じく１１月以降、やっと本領発揮しだした兄貴分の好成績が目立たないのだ。

 １２月２２・２３日加島ジュニア大会

 絶好調のアパッチCチームであったが、前日の城北杯で成育チームに敗れ、精神的なショックが心配された。
しかしそれは私のとりこし苦労で、選手たちは1日で気持ちの切り替えができていたようだ。

 ２２日１次予選。
 豊里連合・高殿スターズという強豪を全く問題にせずコート決勝に進む。
 問題にせずという表現は相手に失礼な言い方であるが、どちらもレギュラーは大阪市を代表するチーム。
そんなに簡単に勝たせていただけるような相手ではない。
それが８-０、７-２というスコアーで勝利するところがアパッチCの底力なのだろう。
しかしコート決勝の相手が生魂子ども会。
これは難敵。
 先のU５大会で優勝したチームだが、５年生がひとりであとは4年生以下。
いわば今回のジュニア大会では、その一人の５年生がいないだけなのだ。
 ４年生の驚異的な爆発打線は私が実際に見ている。

 初回に2点を先制するが、その爆発打線につかまりすぐさま逆転を許す。
 ３回にアパッチ打線も森を援護し、同点に追いつくが、その裏またまた2点を奪われリードされる。
しかしさすがアパッチCチーム。
 ４回に４点を奪い再逆転し、そのまま勝利。
やるな～。

 明けて２３日、決勝トーナメント。
 抽選の結果、準々決勝の相手は桜林スポーツ少年団と決まった。
 聞いたことのない相手だと思っていたら、遠路愛知県からの招待チームということだった。
 予選も圧倒的な勝利で、この決勝に臨んできたらしい。（う～ん、抽選くじ運悪し）

 序盤、アパッチが圧して毎回ヒットが出ているが、なかなか１点が遠い。
やっと４回、森が右中間へ2塁打を放ち、金本ヒットのあと宮本のショートへのあたりがエラーを誘い、
待望の先取点を奪う。しかしさすが招待チーム、その裏内野安打の走者をきっちり送り、３番打者がタイムリーを
放ち追いついてくる。５回裏、相手攻撃でヒットとエラーで１死２・３塁のさよならの大ピンチ。
 普通こんなピンチでは、ドキドキするのが当たり前。
ところがこの4年生バッテリーの森・中橋奎はどこ吹く風。
なんなく後続を打ち取りガッツポーズ。
すごいやつらやな～。
そのまま延長かと思われた６回、先頭の藤原がレフト線へのヒットで2塁まで進む。
ここで森が価千金の右中間オーバーの3塁打で決勝点をあげる。
その裏も３人で打ち取り強豪に勝利することができた。
すごいぞアパッチCチーム。



2013.12.24  やったぜ！アパッチＣチーム

準決勝は泉大津の東陽ジュニア。決勝１回戦では塚本連合から大量点を奪い撃破した。
 恐ろしいほどの打撃力をもったチームのようだ。
まだまだ守備力に不安があるアパッチがどう対応するのか、興味深い戦いになりそうだった。

 初回、藤原が四球で歩き、この試合４番に入った金本の内野安打にエラーがからみ２点を先行。
しかしさすが打線が売り物の東陽、その裏３・４番の連打で１点を返された。
 ３回、９番に油断したのかセンターへ運ばれる。すぐさま送りバントを決められ、続く打者にライトへタイムリーを
打たれ追いつかれてしまった。アパッチ打線は２回以降チャンスらしいチャンスもなく、相手エースに封じ込められ
０行進。対するエース森も、捕手の中橋奎との呼吸もばっちりで強力打線に点を与えない。
そして同点のまま延長タイブレーカーに突入。

 ２塁に中橋をおいて藤原が死球で出塁、期待の森が倒れたがランナーが進塁し２．３塁へ。
バッテリーミスで１点をいただいた後、３年生の４番バッター金本がセンター右への会心のヒットで２点目。
センターのエラーも重なり好走塁で３塁まで進む。結果的にこの走塁がそのあとの宮本の内野ゴロタイムリーに
 繋がり決勝点となるわけで、やはり走塁の重要性が再認識された。

その裏２点を返され、１死２塁・２死３塁というピンチもあったが、エース森は落ち着いて後続を断った。
そういえば、この場面で２つのアウトともセカンド川上がさばいた。川上は２年生、酒井英志とともに期待の下級生。
こんな緊迫した場面で、落ち着いたプレーができる、素晴らしい集中力を持っている。
 （同じような場面で、小フライを落球したり、暴投をしている高学年もいたっけな！？）
よ～し決勝、相手はＫＤＥＳ。大技・小技なんでもありの技巧派チーム。
アパッチにとっては本当に勉強になる試合になるだろう。

 初回から足をからませ、グランドを縦横無尽に走ってくる。
 早くも初回に２点を先制される。
アパッチも黙ってはいない。
 死球出塁の中橋奎が負けじと快足を飛ばし2盗。
4番金本がレフト前タイムリーで1点を返す。

しかし3回、完璧に打たれた感は無いのだが、やはりＫＤＥＳの攻撃はしつこく上手い。
バッテリーミスも重なり、重い３点を取られ４点差。
ベンチも万事窮した感いっぱいだった。
ところがアパッチＣ軍団はすごい。
やられたらやり返す、倍返しだ。
 今年の流行語大賞ではないけれど、本当にやり返す。

 先頭の湯田が四球で出塁。
なんでもない四球だが、結果的にこの四球が反撃の糸口となり、勝利の女神を呼び寄せたように思う。
 ＫＤＥＳのお株を奪い２盗、続く中橋も四球・盗塁。
 ２番藤原のセンター前ヒットで１点差。
そして森がライト戦へのホームランでついに追いついた。
すごい反発力。

そのまま準決勝同様、延長タイブレーカーに突入する。
 外野エラーもあり、無死２・３塁のピンチ。
しかしここでも５番を三振にうちとり、６番のショートゴロを名手金本が渾身のバックホームで走者を刺す。
 最後はピッチャーゴロにしとめ、巧者のＫＤＥＳに点を与えなかった。
こうなると試合の流れはアパッチ。
 森の２塁打、最後は金本がサヨナラのレフトオーバーで勝利。
 見事Ｇ１大会を制することができた。
まずはおめでとう！！
しかしこのような大きな大会を制するということは、これからの他チームからの追い上げも厳しいということ。
 心してかからないと、のちのち大きなダメージが待っている。
これからも精進して頑張って欲しい。

でもやっぱりおめでとう！！
デカメダル、いいね。
 上級生に見せびらかして、取られないように・・・！
ばんざ～い！！



2013.12.26　大阪リーグチャンピオン大会

１２月２２日 大阪リーグチャンピオン杯争奪ソフトボール大会
 文字通り、大阪府下のリーグチャンピオンが揃ってのＮＯ１を決める大会である。アパッチは過去、ＭＯＳＬから
２回ＯＳＦＬから１回参加している。優勝経験はない。今年の今の調子なら優勝も充分狙える状態であり、非常に
楽しみであった。 唯一の不安は、先週・先々週と肩に違和感を覚えているエースの出来だった。
 抽選の結果、１回戦は安威川Ｌの東太田カバーズ。
 １回戦八尾市の弓削チームとの接戦をものにし、意気軒昂たるところとが感じられた。
エースは身体は大きいが、さほどスピードは感じられない。 守備練習を見た感じも守備もまあまあというところ
だった。しかし弱いチームがこの大会に参加はできないし、実際に1回戦を勝ち上がっている。

 先攻アパッチ、とにかく初回に先制できれば、グッと楽になる。
 橋本が内野のエラーで出塁するも、4番藤原が倒れ0点。東太田の攻撃も1四球出したが、問題なく終わる。

2回倉員・工藤の連打で無死２・３塁の大チャンス。ここで中橋がバント。
ここはセーフティだったか、スクイズだったか聞き漏らしたが、いずれにしても徹底できていなかった。
本塁憤死。後続二人とも倒れ、ビッグチャンスをものにできなかった。
チャンスのあとのピンチ。満塁まで攻められたが、ここは柳本が踏ん張った。

4回、菅のヒットで先制。なおも続く満塁のチャンスで柳本。しかし大爆笑の大きな空振り（？）で結局1点止まり。
でもまあ、なんとかアパッチはこの1点を守りきり1回戦を辛勝ながら突破することができた。よかったよかった。

2回戦は泉北リーグの城山台タイヨー。確か今年対戦があったような記憶があるのだが、定かではない。
この試合も苦戦。まず柳本の球に勢いがない。スピードも絶好調時に比べると７～８割というところか。
やはり前２週の肩の調子が充分回復していないのかも。ここは打線に頑張ってもらうしかない。
 後攻のアパッチは1回裏、倉員のタイムリーなどで幸先良く2点をいただいた。
こうなればもらったと思いきや、そうは問屋がおろしてくれなかった。2回に4番から7番まで怒涛の４連打をくらった。
 確かに、コントロールが今いちで、ストライクを取りに行った球を狙い撃ちにされてはいる。
しかしそれにしても、下位バッターもするどいスウィングでバットを振ってくる。
 毎日の素振りの賜物だろう。しっかりとした練習ができているのがはっきりわかる。
あっさり逆転された。その後追いつ追われつの展開で、4回終了同点でタイブレーカー。

5回、簡単に2死をとったが、内野エラーから1点を与えてしまった。
その裏、アパッチは2番から、酒井が倒れたが、橋本の会心のセンター前で同点。
そして盗塁、相手ミスからサヨナラの決勝点。ひやひやの勝利で、準決勝に挑むことになった。
 簡単に負けることがなくなったアパッチの成長が見られた一戦だった。

迎えた相手は黒鳥ドリームス。春先に見たときには、今年の黒鳥はそれほど恐れるに足らずという印象だった。
しかし夏前頃からチーム力が飛躍的にアップ。大阪南地域では天神山と並んでトップということだ。
今日も初戦で横綱対決（VS天神山）を制し、勝ち上がってきた。そういえば、Cコートでも初戦、城北VS五条ﾊﾟﾚｽ
の戦いがあった。組み合わせだから仕方ないが、隣のリーグとの対戦は少しシャッフルすれば解消できるのだが。

いずれにしても、優勝するためには倒さなければならない相手に違いない。
アパッチのチーム状態が、2週間前にくらべてやや下降気味なのが不安ではあるが。

２回を終了して0-0.。ともに１安打ずつではあるが、少し圧された感がある。3回裏2死をとったあと、クリーンアップ
に対し、四球をはさんで3連打で3失点。スピードが少し足らない分、黒鳥打線にとっては恰好の餌食となっている。
と書けば、きれいな表現なのだが、少し文句も言っておきたい。

自分も審判をしている手前、あまりジャッジにクレームをつけることはしたくない。しかしこの試合はひどかった。
ほとんどワンバンドの球をストライクといってみたり、（黒鳥の監督がタイムをとっての抗議もあった）
外角コースをついた球にはストライクのコールは全く無い。マウンドの柳本が首をかしげる姿が頻繁に見られた。

スピード不足の今日、コースをとってもらえないと苦しい。それならばとボールひとつ中に入れると、やはり
黒鳥打線は容赦ない。もう少しちゃんとした主審の判定があれば、試合も盛り上がったと思う。
ついでに言えば、打者走者の３フィートオーバー違反もあったが、それも適応されることはなかった。がっくり。
いずれにしても、チャンピオン大会の準決勝なのだから、自分のジャッジに自信のない人は、いくら指名されても
審判を引き受けてはだめでしょう。
 最終回に藤原の意地のセンター前タイムリーで追い上げたが、反撃もここまで。

 ３位決定戦は五条パレスと熾烈な戦い・・・。・・のはずが、お互い気心の知れた相手で、ワキアイアイの
ノーガードの打ち合い。タイブレーカーで敗れはしたが、面白い戦いであった。

 柳本がよくないときはよくないなりに、みんながカバーしてチームを盛り上げている。
もう一度夏前に戻り、大阪夏の陣をやりたい。そう思えるようなチームはここ数年では珍しい。
あと２ヶ月と少し、優秀の美を飾らしてあげたいな



2013.12.30　今年もあと２日

１２月３０日（月）今年も今日・明日で終わり、平成２６年を迎える。
 昔なら自宅でもちつきや、墓の掃除などで家内に指令を受けながら過ごしていたものだ。

 ６年前に外食に身を置くようになって、盆正月が関係なく、逆に店は忙しい。
 私自身も３１日と元日のみ休みで、あとは出勤のつもりだ。
その休みの２日間にしても、来期の事業計画や予算組みで、自宅でもパソコンとの格闘が待っている。

ということで、会社での始業前の３０分ほどがブログ更新の貴重な時間である。
 （だいたい７時前後に出勤し、１時間ほどの仕事と３０分のブログ更新が日課となっている）

ふとアパッチHPのアクセス数を見てみた。
 数字を並べて見ると、このHPを見ていただいている人の数が今年も飛躍的に伸びているのがわかる。

 平成２３年が１年間で５６４５９（１日平均１５４．８）
 平成２４年が６００６１（同 １６４．６）
 平成２５年は６８３５１（同 １８８．３）
この１２月など１ヶ月で６８００で１日平均は２３０ほどもある。（すごいな～）

ブログも４年半を過ぎ（よく続いているな！）１０００００を突破した。
以前のように、最低２日に１回更新というのはさすがに難しくなってきた。
会社の出来事は機密事項もあり、表現がしづらい。平成２６年は少し趣向を凝らしてみようかなとも思っている。
しかし来期は、今年以上に地方遠征が多くなりそうで、そこらあたりがどう影響するのかわからない。
 （パートナーさんとの面談は最低３００人、目標は５００人。いろいろなところでの講演も依頼されているし・・）

アパッチの活動として、年明け早々にMOSLカップがあり、蓮池さよなら大会、横堤大会そして卒業記念大会と続く。
そして６年生の追い出し会があり、終わったと思う間もなく新チームの近畿大会・・・。
本当に休む間がない。すでに来期の構想などが、コーチ陣の間でも話し合いがなされている。
ひとつひとつのことにしっかりとした目標を定め、そしてそのための行動指針を明確にしていく。
 研修時にわたしが言っている内容を、自分自身が実行していく。
さあ、やらねば！

2014.1.3　正月から早くも出張

平成２６年度を無事迎えることができた。還暦を過ぎ、最初の正月ということである。
アッくんの病状も徐々にではあるが、よくなっているようで、外泊もできるようになった。
 今年の初詣は、とにかくアッくんの回復をいちばんに祈願し、つぎに家族の無病息災。
そして自分の仕事という順序になる。弟のシュウちゃんの面倒を見ることが多いため、今年の冬は自分自身は
比較的元気だ。そういえば昨年は自律神経失調症・肩のしこりの除去・網膜レーザー手術などいろいろあった。

 １月２日（木）長野県の諏訪湖へ激励を兼ねた出張。
 朝４時２０分起床。
 身支度を整え、とにかく新大阪へ、正月の３が日に移動することなどめったになく、
 電車の混み状況が心配だった。
みどりの窓口では朝早くから行列ができていた。
 何とかキップは確保できたが、やはり帰りはほぼ満席ということだった。

長野の上諏訪へは、名古屋に出てそこから北へ[ しなの号 ]で塩尻まで行き、そこから[ あずさ号 ]にて上諏訪へ
上諏訪駅から諏訪湖サービスエリアまではタクシーで２０分。家から延々５時間の旅だった。（遠いな～！）

 途中の木曽福島周辺では車中の景色は吹雪いて、とても寒そうだったが、
 諏訪は比較的暖かかった。（前日の元旦は非常に寒かったそうだが）

 諏訪湖サービスエリアのフードコートは我が社にとっても初のSA進出でもあり、
 ２４時間営業とはいえ、さすがに売上額も大きい。
 新入社員が研修を兼ねて、暮れから正月期間、M課長にしごかれている。

ということで私が激励を兼ね、やってきたということだ。
 当然ことばだけでは響かないだろうと思い、わずかではあるがお年玉を持ってきた。
 可愛いポチ袋には今年の年号通り、 [ ２０１４円 ] 入ってある。
 気はこころ！
みんなの頑張っている姿を見て、自分で納得し、帰途に着いた。



2014.1.14　第５回MOSLカップ 

１月１3日（祝）
 平成２６年最初の大会MOSLカップ。
 福万寺運動公園にて開催。
 全部で３６チームの参加で、ここ福万寺以外で４ヶ所にて同時開催。
わがアパッチは福万寺にて試合をする。
いつものとおり、MOSLの主催ではあるが、私と岡田氏がほとんどを取り仕切り運営している。
 （わたしはOSFLでは会長をしているが、MOSLではなにも関係ないといえば関係ないはずなのだが・・？）

 昨年１１月後半よりチーム状態が良く、万全の状態ならどこと当たってもあまり負ける気はしない。
さあ今年最初の大会でどれくらいやれるのか楽しみだ。

 初戦は鶴見北。
 実はこの対戦はわたしにとって楽しみにしていた試合だった。
 ４・５年前やっとアパッチが表舞台に立てるようになり、あちこちで練習試合を盛んにできるようになった頃、
 鶴見区で知り合いになったのがこのチームだった。
 当時の監督N氏は若いながら非常に冷静なかたで、それでもって情熱家でチームをよくしたいという気持ちを
強く持っておられた。何度か交流を図りながら親睦を深めていたが、こどもさんが中学にあがられ、少年野球に
ポジションを変わられ、少しお付き合いが減った。
そんな矢先、とあるところでの再会からこの対戦が実現したわけだ。
しかし残念ながら、そのＮ氏は欠席ということで、前日電話をいただいた。
このあたりが氏のまじめで実直なところだ。
 礼儀をわきまえる氏らしい。

この対戦は試合慣れしたアパッチが、初回に柳本の１イニング２打席連続ホームランなどで８点を奪い勝負を決めた。

 ２試合目は堀江小学校ソフトボール部。
このチームとも付き合いは長い。
年間に何度も対戦するということではないが、私がアパッチのホームページを開設したころ、ネットを通じて交流をお
願いした。監督のN氏（先ほどの鶴見北の元監督と同じイニシャルだが当然別人）はその当時から熱心にとりくん
ただアパッチ同様、グランドの確保が難しく、思った通りの練習ができないという悩みをもっておられた。

 大会での対戦は本当に久し振り（初めて？かな）でこれまた楽しみな一戦だった。
 今回のアパッチの方針として、参加選手は全員出場する。
それも代打や代走でなく、先発選手として。
ということから２試合目のこの試合は４・５年生で行くことになっていた。
 決して相手をなめているというか、勝負を無視しているわけではない。
ただ今日のメンバーで４・５年生は７人のため、レフトに眞崎、センターに柳本が入った。
 先発の中橋佑は秋頃まで心配されていた制球もよくなり、スピードゆたかに速球を投げ込む。
さすがに堀江の上位打線にはうまく合わされ、ヒットを許したが、得点を与えなかった。
 最終回に少し崩れかかり１点を与えたが、うまく試合を組み立て完投できた。



2014.115第５回MOSLカップ予選　その２

２試合消化時点でほぼ決勝進出は決まったが、これで終わったと思っているようでは、この２勝は意味が無い。
最終戦の長池戦に勝利して初めて今日の予選突破の意義がある。ということで、ベストメンバーで臨む長池戦。

 春先はチームの出来上がりが悪く、今年のチームはダメだ、という監督・コーチのお話だった。
 事実昨年に比べ、アパッチの方が仕上がり状態も良く、練習試合の内容も圧していた。
しかし、夏ごろから急加速でチームを仕上げ、今や八尾でも１・２のチーム。やはり長池カイザースの指導力は
大したものである。見習わなければならない点が多々ある。さあ、今日の一戦は負けられない。
わがライバルチームはここまで危なげなく２戦２勝。さ、こい！

アパッチの先発には、レフトに最近打撃絶好調の菅。ライトには成長著しい４年生の中橋奎、という万全の布陣。
 １・２回とともにランナーを出したが得点なく０－０．

 ３回に長池の攻撃でアパッチに守備の乱れがあり、３塁まで進められたが柳本にスキ無く無失点で切り抜ける。
そしてその裏、１死後柳本が四球で歩く。球の良い長池エースではあるが、さすが柳本には投げづらかったのだろう、
 制コースを丹念につくがわずかに外してしまった。このあたりは長池ベンチも想定内であったと思う。
 ２番酒井は倒れたが、ここでチャンスに強い橋本。１打席目もヒットを放っている。
ここでショートへの強いあたりがエラーを生み、好走塁で柳本が本塁をおとしいれ先制。
 （このとき打者走者橋本が１塁ベースで転倒、足をくじき退場というアクシデント。
 病院での検査の結果、骨折や関節でなく捻挫とわかり少し安心、よかったよかった。）
そいて続く４番藤原が、特大のホームランで２点を追加し計３点。

エース柳本は初回先頭打者にヒットを許したが、しり上がりに調子を上げ、その後は１四球・１エラーのランナーのみ。
見事に難敵を完封した。しかしさすが長池カイザースは強かった。いい場面で藤原の一振りがあったが、逆の展開も
予想できた。今はその試合の場面場面で、アパッチに有利に展開できている。
あと２ヶ月で卒業というこの６年生にとって、試合にでているものだけでなく、ベンチで応援しているものも一体
 となって試合に臨める。本当にいいチームになったものだ。

毎年のことだが、あと少しでこのチームともお別れと思うと寂しくなる。
残念ながらMOSL大会決勝は学校授業のため棄権しなければならない。しかたない。
 ２年前同様決勝進出し大暴れするぞ！
 
   
2014.1.21　気功 

 １月１９日（日）気功の三谷さんのを招いての講演と治療を行ったいただいた。
 三谷さんは日体大出身で高校の教師をしながら、ハンドボールの実業団選手としても活躍され、
そして全日本ジュニア女子の監督として、ヨーロッパ遠征にもたびたび行かれていたこともある、
ハンドボールの世界では有名な方だ。 今から10数年前ちょっとしたことから気功の世界に足を踏み入れ、
というか、ご自身にその才能があることに気づいたということだった。

 私は人一倍疑り深い性格で、そういったこともあまり信用しない。しかし4年ほど前、実際に目のあたりに氏の
才能を見せつけられ、びっくりした。地元での実演治療会の1週間ほど前、O氏が肉離れを発症し、
ビッコを引いて歩いていたのに、三谷さんのわずか10分ほどの治療で、違和感なく歩くことができるようになった。
見ていた我々も驚いたが、実際に治療を受けたO氏は何が起こったのかという顔つきだった。
それ以外にもたくさんの実例を見てきた。

今回、あるきっかけで田中子ども会さんでその話題が沸騰し、治療実演が行われることになった。
アパッチにも捕手トモヤの成長痛やユウヤの捻挫もあったので、渡りに船だった。

最初にトモヤとユウヤの小学生から診ていただいた。三谷氏は患部を見るなり「簡単ですよ」の一言。
見学に来ていたものも含めて20人ほどが感嘆の声を上げる。わずか10分ほどの治療(？)で二人ともその場で
ジャンプをしだした。そこから続いて、腰痛、肩こりなど10名ほどの治療。
みんなキツネにつままれたような顔をしている。
 催眠術でも暗示でもない。
 本当に不思議な力だ。

 私自身この気功を奨励する気もなく宣伝する気もない。
しかし事実は事実として現実を認めざるを得ない。
まだまだ科学で解明できない世界があるということを、自分のマジかに見ただけでも意義があった。



2014.1.26　第２５回蓮池大会　１次予選 

１１月中旬以降、やっとチームが完成され、勝率も９割近い状態が続いている。
 残された大会すべて優勝とまでいかなくても、それに絡んでいきたい。

 年明け早々のMOSLカップは予選を無難に突破したものの、
 決勝は学校授業のため棄権という残念な結果だった。
ということで、第２５回蓮池大会にそのうっぷんを晴らすべく挑むことになった。

 例年通りコート責任を仰せつかり、いざ風の広場へ。
 初戦は私市子ども会。
 大阪の北の端交野市の古豪・名門チームである。
 ５・５大会やジュニア大会ではよく顔をあわせるが、Aチームではあまりない。

 初回の柳本の立ち上がりが心配されたが、簡単に内野ゴロ３つ。
さすが各打者はしっかり振ってくる。
しかし柳本の球をしっかりとらえるというのではなく、やっと当てているという印象だった。
いけそう！

そして最も得点している初回のアパッチの攻撃。
 先頭柳本がレフト前クリーンヒット。
そしてスチール。
 最近はこのパターンが多い。
そしてほとんど盗塁死がない。
 脚力もそうだが、センスがよいため、アウトになる感じがしない。
ここで2番酒井が期待に応えライトオーバーの3塁打で先制。
 続く倉員・藤原・工藤が連打で計５得点。

 ２・３回と私市打線に一人のランナーも許さず、
 逆に３回工藤のホームランなどで2点を追加しダメを押す。
 最終回に死球をだし、パーフェクトはならなかったが無安打試合達成。
 見事強豪相手に完勝、立派な出来だった。

 第２試合は長居カブト。
かつてのアパッチの師匠にあたるこのチーム。
しばらくの不振から少し雰囲気がでてきているように思う。
 公式戦での大会ということで、相手も気合が入っていることだろう。

アパッチ打線が絶好調。
とくに上位打線は手がつけられない。
この試合も初回から６安打を浴びせ９得点！
 相手には失礼だが、投手は柳本から中橋に替え、
 野手も捕手以下全員交代。
しかしアパッチの控え選手も素晴らしい。
 出る選手出る選手がみんなヒットを放つ。
1試合目絶好調の工藤が、この試合代打で登場し、すぐさまホームラン！
どうなってるの？

 内野安打を1本許したが（そのランナーも捕手牽制アウト）、ほぼパーフェクト。
スキなく相手を翻弄したアパッチは２次予選進出を決めた。

さあ、どこでも来い！



2014.2.11　第２５回蓮池大会　２次予選 

 蓮池大会２次予選。雨のため１次予選の２日目がずれ、２次が１１日に。
 対戦相手もやっと決まり、狭山東ファイアーズとハーモニーズとなった。
 狭山東とは今期、B・Cチームで何度か対戦した。６年生があまりいないが、5年生以下に達者な選手が多い。

 兵庫県のハーモニーズとは全くの初めての対戦だ。
アパッチのHPを始めた頃。兵庫県のサンチャイルドが熱心にHPを展開されていた。リンク仲間にこの
ハーモニーズもいた。その頃からアパッチとはレベルの違いが歴然としているのがはっきりわかった。

 今回も兵庫から何チームが出場しているが、いずれも難敵であるのは間違いない。
 １次予選で、鶴山台さんがこのハーモニーズと対戦しているのがわかったので、
Mさんから情報を仕入れようと伺ってみた。
するとN監督から非常に細かい情報が送られてきた。
このあたりたった１試合しか対戦していないのに、すごい分析力だと思った。
チームが強いのもうなずける。
 情報を頂いたが、あくまでも参考資料。でも助かった。

 初戦は狭山東。エース柳本は寒さのせいか、あまり調子は良くないようだ。
 毎回のようにランナー許す。しかし要所を締め、最小失点で切り抜ける。
 打線は活発で、毎回得点の１０点を奪い快勝した。

そして2戦目にハーモニーズを迎える。でかい選手が何人かいる。
 予想していた打順とは少し変わっている。投手は上背があるが、どことなくウィンドミルがぎこちない。
 少し変則的で打ちづらそう。

 初回にピンチがあったが無失点で切り抜けた。
しかしアパッチは相手投手をどうしても捉えることができない。
 ３回に不運なヒットが続き2点を先制された。
 記録は４安打されたのだが、あたりそのものはクリーンなものではない。
おまけにライトへのヒットは2本ともしっかり守ればどちらもアウト。

とにかく２点のビハインド。4回先頭の柳本が右中間への1発で１点差。
その後、やっとタイミングがあってきたアパッチ打線が連打で追いつく。

アパッチに流れが来たと思ったのも束の間、最終回相手の攻撃。
 内野へのあたりがいずれも、会心ではないがいやらし～いあたりの内野安打。
2死から２点を奪われ、またまた２点のビハインドで最終回の攻撃を迎える。
 打線は下位の7番から、簡単に三者凡退では終わらせないぞ、なんとかトップの柳本に回したい。

 先頭打者があっさり倒れ１死。 暗い雰囲気になりそうなとき、８番新宮。
 今期六年生レギュラーのなかで、唯一ホームランのない選手。
 左中間を真っ二つ。やった！初ホームランが貴重な追撃の1発。
 １点差。代打の森が倒れ２死となったが、ここで柳本。
 期待に応えレフト前にヒットを放つ。
しかしこの投手から、あと１点をとるためにはヒットを2本続けなければいけない。
 岡橋代理監督の作戦は盗塁！柳本の足を刺すことは、小学生捕手では至難の技。
2盗・３盗を難なく決める。ホームスチールか、または無理やり三本間に挟まれるという作戦も考えたそうだが、
 鉄壁とも言えるハーモニーズ守備陣は許してくれなかった。

しかししかし、勝負師酒井はしぶとくライト前に落とし、柳本を迎え入れ土壇場で追いついた。
やるな～。この結果、厳しいブロックであったのが幸いし、
 ２勝のチームがなく、アパッチは１勝１分けながら決勝に勝ち上がることができた。

 秋以降、チーム力が上がり、それ以降勝率は９割を超える。
 今日もまた、難敵相手に堂々と渡り合い、土壇場で追いつく。
 本当に素晴らしいチームになったものだ。

 決勝はまた新たな強敵が待っている。

さあ、来い！



2014.2.16　第２５回蓮池大会　決勝

２月16日（日）蓮池さよなら大会決勝。 雨や雪でのびのびの大会。
インフルエンザで5年生が学年閉鎖、4年生も一部で学級閉鎖。もちろん6年生も風邪の選手が・・・。
しかしそれはほかのチームでも同じようなものであろう。まあ、参加選手で頑張るしかない。
 朝、抽選の結果、KDESと西すずらんとの対戦となった。
 同じ蓮池グランドの隣のコートでは、城内連合・ハーモニーズ・サンボーイズ・吹田ドリームズ・明石ウエストという
優勝候補が揃った、いわば死のブロックだった。それを考えると、すこしラッキーかな。
とにかく初戦のKDESさえ勝利できれば、今のアパッチには怖いものはない。

 第２試合目ということで練習場の確保という難題のため、毎度お世話になっている松原ガッツの石川さんに電話し、
グランド提供をお願いすることに。お忙しい中進藤監督が、鍵をあけにわざわざグランドまで来てくださった。
いつもすみません。本当に持つべきものは友なんだな。

で、KDESとの試合開始。 動きが硬い。特に内野。
おまけにエース柳本も球は走っているが、微妙に球が高めに上ずっている。
初回にさっそく悪い予感が的中。先頭打者にストレートの四球。そして内野エラーが２つで先制を許す。

これはよくあることで、今のアパッチにとっては２・３点はすぐに跳ね返すことができる。
しかし流れは良くならず、３回に相手9番の内野安打がことの発端。続く打者に四球。
 結果的にこれが致命傷だった。ここからエラーが３つ続き４失点。
いくら好調アパッチ打線でもちょっとしんどいかな。

その裏、先頭９番の村富が、先ほどの守備の汚名返上とばかり、レフトオーバーの3塁打で出塁。
 柳本がサード強襲ヒット、2番酒井の左中間への3塁打と怒涛の攻撃で3点を返す。
ようやく体も温まったアパッチ打線に活気が出てきた。
この回の反撃はそこまでであったが、次回に逆転できるという雰囲気がベンチにも漂っていた。

 ４回表、KDESを簡単に２死にしたが、先頭打者にうまく打たれタイムをとった刹那、
 「集合」　エッ？　「タイムオーバー」ネット裏と審判が騒いでいる。
 「何を言っているの、まだ表の攻撃中ですよ！」 「55分で打ち切り」
 「ばかなことを言っちゃいけないよ、そんなルールじゃないよ」 「いやそんなルールだ」
 「は～！？」 対戦相手のKDES大塚氏も笑っている。
ちなみに55分を超えて次のイニングに入らないというのがこの大会のルール。

しかし本気で選手を集めかかっている。
 審判団はNチームで、M監督やコーチ陣は真面目な顔して終わらそうとしている。
 空いた口がふさがらないというのはこのことだ。しかしこの状況ではどうすることもできない。

 終了後、酒井監督が本部に確認に。

 数分後、その判断は間違っています。どうするか、少し待ってください、という本部の回答。
この場面では、先ほどの状況に戻り、再開するのが正解。
しかし挨拶しグランドを去ってから約15分。相手KDESの選手は弁当を食べ始めている。
もちろん、身体も冷え、次の試合の両チームもベンチに入り、今や遅しと待っている。

 私のかなでは、いまのこの段階では先の場面に戻るのは無理という判断。
そりゃ、アパッチも負けたくないし、優勝したい。しかししかし、ごねればごねる権利はある。
でもごねて再試合をするのが、一番の方策なのか。 私の頭の中をいろいろな思いが駆け巡った。
 大会運営をスムーズに進めるためには、このままの状態で辛抱すること。
これしかないと思った。

もちろん、私以外のコーチや保護者・選手に納得させるためにも、
 主催者や先ほどのバカな判定をした当事者から謝罪をしてもらうことが必要だ。
そして数分後、主催者の本部詰めの審判長らしき人からの謝罪はあった。
しかし、当の判定者からは何も！？。

監督・コーチは怒り心頭。わたしもカリカリしていたが、わたしがそういう素振りを見せると、みんなが収まらないと
思い平静を装った。でも、このブログを書いている今、またまた怒りが・・・。

 今回の措置がよかったのかどうか。
でもアパッチの態度としてはこれが最上だったと今でも思っている。
 選手や保護者も理解してくれているだろう。

またひとつ勉強した。



2014.2.24　第１２回六年生卒業記念大会

２月２３日（日）毎年雨や雪に悩まされるこの大会、今年度は秋以降週末の悪天候にいじわるされ続けてきた。
 年が変わり、平成26年になってからも、毎週のように大雪が降り続き、スケジュール調整が大変だった。

そんな状況の中、どうなることかと心配だったが、寒さも和らぎ、最高の状態で大会を開催することができた。
秋以降チーム内容もよく、大いに期待できると意気揚々で臨んだ。
今回もキツネうどんと牛丼を参加者全員にご用意するので、人数確認のアンケートを取ってみれば440人の参加。

これは大変。しかし今年で12回目、キツネと牛丼のセットも4年目になるのかな。
 杵屋からも5人の応援があるし、大丈夫だろうと思っていた。

大会当日、週間天気予報でも全く雨の心配をすることがなく、ゆったりとした気分で当日を迎えることができた。

4時30分起床、5時45分現地墨江丘中学校到着
 門や倉庫を全て開放し、コート整備をしだした頃、みんな集まりだした。
 集合は7時だが。6時45分にはたくさんの人が来てくれていた。いつもながら、みんな協力的で本当に助かる。
これが清水丘の結束力でもある。6年生のお父さんがたもたくさん来られていた。
 日頃仕事で忙しく、息子のプレーを見たことがない、そういう方も今日だけは特別、
みんなが一体となれるこの大会、これがこの大会の意義のひとつでもある。

 初戦は晴明通子ども会。長年、切磋琢磨しあった関係のチーム。
 最近はアパッチに分があるが、昨年も年が明けての大会で敗れた。決して油断できない。
 序盤はアパッチ優勢。しかしもうひとつ打線に迫力が感じられない。
 点をとってはいるが、大量点に結びつかず、打線につながりが感じられない。逆に中盤、相手打線の一発を
喰らい、2失点。チーム全体に、勝つんだという気迫みたいなものが不足しているように思った。
どうにか勝利したものの、イマイチ気勢が上がらない。そう感じたのは私だけではなかったと思う.。

2014.2.26　第12回6年生卒業記念大会 ファイナル

12年前にアパッチを作った時、お金(予算)もなく、ろくに練習場所や相手もいなかった。
HPでいろいろなところでソフトボールチームが活動しているのを発見し、図々しくも交流をお願いしまくった。
 運良く了解していただき、練習試合をしても、恥ずかしいくらいレベルの差があったりしたものだ。

 当時大きな大会に参加する勇気もなく、また予算もなかったのだが、
とにかく保護者の関心を高め、チームの中での和(輪)を作るということを私なりにいろいろ考えていた。
そして結論が、自分たちの大会を開催しようということだった。これなら地元開催で応援に行きやすい。
そしてみんなで豚汁でも作ることにより、お母さん同士のコミュニケーションが図れる。
 大会を主催することにより、ああ、清水丘にも小学生のソフトボールチームがあるんだと認知してもらえる。
 様々な思いでこの大会をスタートさせた。
それが今では規模は小さいが、本当に世間で認められ、そしてみんなから参加したい大会と言っていただける
ようになった。いつも思う、この清水丘の結束力の成せるものなのだ。

そしていよいよ決勝進出を賭けた大一番、vs玉造バスターズ。
 相性というのがあり、今川やあのG1大会でも何度も優勝している城北にも今シーズン分がいい。
ところがこの玉造には大阪夏の陣でも苦杯を舐め、
アパッチにとって苦手とまでいかないにしてもやりにくい天敵と感じるようになってしまった。
 私はこの大会あえてこのチームとの対戦を選んだ。
この難敵に勝ってこそ意義があるんだと。

 結果先制したものの、またもや返り討ちにあった。
 試合内容も、やはり優勝に対する貪欲さ、気迫、あらゆる面で劣っていたように感じた。
というか、気持ちは確かに持っていたのだろうが、
 地元開催の常、空回りから持てる力の60%も発揮できていなかった。
だが、これも勝負。

 今年もこれで終了。あとは追い出し会を待つばかり。
6年生の諸君お疲れ様。

 秋以降の頑張りは素晴らしかった。
 公式戦を含む15？連勝なんて2度とできないだろう。
 永遠に語り継がれるアパッチ13期生 本当にお疲れ様でした。



2014.3.17　１３期生　追い出し会

３月８日（土）　追い出し会

さあいよいよ１３期生も最後のイベント、追い出し会をむかえることになった。
思えば６年前、２人で出発したこの学年も、１年後には１０人になり、全体でも６０人近い部員がいたわけだ。

 狭い小学校のなかで、６０人それも１年と６年では身体も技量もかなりの差がある。
うまく練習カリキュラムをつくらないと、怪我をする。そういった贅沢な悩みもあった。

この学年が４年生のときは大した成績も残せず、先行き不安もないではなかった。
しかし５年生の秋ごろからじょじょに力を発揮しだし、１１月のＵ－５大会では見事な優勝。
新チームへの期待も一気にふくれだした。
しかし春ごろはまたまた内野に問題点が見つかり、なかなか定位置の守備陣形が定まらなかった。
 大阪夏の陣では優勝候補にあげられながらも、ベスト８どまり。そして秋ごろから成績があがらず、どうなるのかと
心配した時期もあった。それから監督・コーチの指揮の下、自主的な朝練や夜練がはじまる。
そしてその成果が見事花開き、１１月中旬からの好成績が続く。いわば波乱万丈あり、また努力の１３期生でもあった。

 追い出し会　　いつもどおり６年生ＶＳＯＢ・コーチ連合

 ４年生以下の紅白戦。そして新チームＶＳ卒業生チームという３戦が組まれた。
 午後からは家庭科室に会場を移し、指導者・保護者・卒業生のひとことがあり、最後は私の卒業生へのはなむけの
ことばで締めくくった。いつものとおり、笑いあり、涙ありの素晴らしい追い出し会だった。

 １３期生のみんな本当にお疲れ様でした。

 眞崎　凌汰　君　　　　リョウタ

 アパッチではゆるキャラのような存在だった。どことなく丸っぽくて、動きも少しスローで。
でもでも本当は打っても投げても素晴らしいものを持っていることに、自分では気が付いていない。
だからその実力を発揮することがないまま卒業してしまう。自分で思い切り投げてみな。
 思い切り走ってみな。ほら、なんでも人並み以上にできることがわかるだろう。4月からの新しい環境、
新しい仲間の前で真の実力を発揮して下さい。ぜったいぜったいやれるはずだ。リョウタ頑張れ！ 

 細川　龍偉　君　　　リュウイ　

 他人を押しのけてでも自分が前に、という闘争本能が少し欠けるリュウイ。
とにかく気持ちが優しい、いや優し過ぎた。思っていることをうまく言葉で表現できずに、損をすることも多かった。
みんなと同じならいい。みんなと同じところでミスをするのはいい。でも自分だけが違うところでミスはしたくない。
そんな姿を見られたくない。そんな思いをぬぐい去ることができずにこの4年間を過ごした。でもな、リュウイ。
中学高校と成長する過程で、恥をかくのを嫌がったら絶対にダメなんだよ。それが理解できた時、君はびっくり
するくらい大きな若者になっていると思う。いや、絶対になっているはずだ。期待しているよ、リュウイ

村冨　大地　君　　　ダイチ

ミスをしたら下を向く。そんな場面が何度もあった。でもミスをしたくてしているわけでもないし、だれでもミスはある。
もっとリラックスして臨めば違うかたちの結果になっていたことも多かったはずだ。
チーム全体がノーヒットで、君がひとりヒットを放っていた試合が何試合もあったことを私は知っている。
自分の力を信じて挑めば、道は開け、世界観は大きく変わる。ある意味、運動の素質という面では、
君の力がいちばんだったかもしれない。4月から実行しなければならないこと、それはやる気と積極性。
 大きく変わった君に再会するのが楽しみだ。ファイト！

 菅　圭駿　君　　　ケイト

 パワーはアパッチNO1。芯に当たったときの爆発力は群を抜いていた。
しかし自己表現が下手で、言葉でもプレーでも、うまく自分の長所・売りをアピールできなかった。
 君の思い出としては、あの5・5大会が強烈鮮明に心に残っている。
Bチームの中心選手として出場し、自分でもそれを意識していたのか、素晴らしい好投手からホームランを連発し、
 守備でもセンターで縦横無尽に走りまくり、好守備でみんなを魅了し、アパッチに菅ありを印象づけた。
 本当はその勢いで夏を乗り越えて欲しかったのだが、いろいろ悩み、あと一歩の進歩が果たせなかった。
その辺りは我々指導者の責任でもあった。しかし4月からは違う。みんなが同じスタートラインから出発する。
 自信を持って臨めば必ず素質の開花があると確信します。頑張って下さい。



 新宮　春輝　君　　　　ハルキ　

 目立った存在ではなかったが、堅実な守備と走力は、アパッチにあって貴重な存在だった。
 君を語る上で忘れてはならない試合、それは蓮池の2次予選のハーモニーズ戦だ。
 最終回2点ビハインド、ワンアウトランナー なしで打席に立った君は、何を思っていただろう。
とにかく塁に出ること、この1点だったと思う。しかし思いを込めて振り抜いた打球は、
 会心の響きを残し左中間真っ二つ。今シーズン初とは思えない素晴らしいホームランとなった。
この一打がきっかけとなり同点に追いつき、見事決勝に進むことが出来た。
 一緒に努力し続けてきたお父さんの嬉しそうな顔が忘れられない。
まだまだ潜在能力があり、それを自分でも認識できていない。
これからの中学生活はそれを見つける旅となるだろう。 頑張って下さい。

 倉員　海翔　君　　　　カイト　　　

 独特のキャラクターで、アパッチのムードメーカーでもあった。
 新チーム発足時は4番ショートという期待感いっぱいだったが、少し精神面で弱さが出て、5番で外野が定位置
となった。しかし、センス良い守りと当たれば飛ぶバッティングは魅力いっぱいだった。
 秋にかなり長いスランプがあったが、努力の成果があり、見事復活し、それからの活躍は目を見張るものがあった。
 物事への集中力、捉え方をしっかりすれば、まだまだ君の力はこんなものではなかったはずだ。
 中学生になってから君のなすべきことは「集中」！この一点だ。目指せテッペン！

 橋本　優也　君　　　ユウヤ

 どう見てもセンスなく、打っても投げても走っても格好良く見えなかった。
しかしこの1年の君の活躍は言葉では表すことができないほど大きいものだった。
4割近い打率に三振の少ない打撃成績を見ても、波の少ないコンスタントに活躍できた選手だったかがわかる。
 派手さはないが、困った時に本当に頼りになる選手だった。
どんなピンチにあっても、常に冷静沈着。君に打順がまわれば何とかしてくれる。
 君の守備位置に飛べば安心。そう思わせる選手だった。君がいたからこそ、今年のアパッチの好成績がある。
さあ、4月から中学生。しっかり目標を持って、大きく飛躍してください。

 酒井　貫志　君　　　カンジ　

4年生頃までは目立たず、どちらかというと不器用な選手というイメージでしかなかった。
それが5年生になる頃からメキメキ上達し、内野の要と言われるばかりに成長した。
 打撃でも十分クリーンアップの力があったが、チームの方針で2番という難しい打順で、
ランナーを進めるバッティングに徹してくれた。
 今までのアパッチにない感情を表に出してのプレーは、たくさんの感動を生み、また周りを魅了した。
 本当の意味でのアパッチのリーダーは君だったのかもしれない。
 中学生になれば環境も大きく変化する。
さあ、これからは貫志の時間だ。
もっともっと大きく羽ばたいてください。

 藤原　智哉　君　　　トモヤ　

このチームは強くなると確信が持てた理由のひとつとして、もちろんエースヤナの存在があるが、
それ以上に立派な女房役がいたから、それが素晴らしい捕手、トモヤだった。
 最初は豪速球に反応するのが大変で、パスボールもあった。
しかし後半は、荒れ球があろうと後ろに逸らすことなく、立派に守ってくれた。
そして打撃でも豪打のアパッチの4番を務め、他チームのエースから恐れられた。
ちょっと感情を出すのが苦手な面もあったが、秘めた闘志は素晴らしいものがあった。
 後半の成長痛にも痛いという泣きごとを一言も言わず頑張ってくれた。
 中学生になっても今の気持ちを忘れず頑張れ！

 柳本　直輝　君　　　ヤナ　

どんな大会に出場しても、いろいろなチームの選手がアパッチを見に来る。
 「ヤナって誰？」「あの10番や」・・・。打っても投げても注目度NO1だった。
そのヤナにもスランプがやってきた。10月頃から11月中旬にかけて、球も走らず制球も定まらない。
しかしそのまま終わるヤナではなかった。不屈の闘志と根性で持ち直し、それからの快進撃は凄まじかった。
あの榎グレートやサンボーイズにも勝利し、実力大阪NO1と言われるまでになった。
この1年間、投打の中心だけでなく、キャプテンとして本当の大黒柱としての獅子奮迅の働き。
 今はただご苦労様としか言葉が出ない。
そして最後に、もうひとこと言わせてもらいます、感動をありがとう。


