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裏面：汎用パターン 

2022年8月27日 船橋市運動公園野球場 
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裏面：汎用パターン 
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裏面：汎用パターン 
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    3位  表 彰 式 

薬円台リトルスター 習志野台赤とんぼ 
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F T J 

新人大会では、株式会社フィー
ルドフォース様に協賛いただき 
上位4チームに豪華賞品を提供
いただいております。 

新人大会では、株式会社フィー
ルドフォース様に協賛いただき 
上位4チームに豪華賞品を提供い
ただいております。 

 

優勝 ： 夏見台アタックス 

準優勝： 薬円台リトルスター 

3位  ： 習志野ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ小室ﾗｲｵﾝｽﾞ連合 

     ＦＴＪ  



裏面：汎用パターン 

2022年12月11日 豊富グランド 
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 ぼくたち習志野台スターズの目標は、春季大会でベスト4に入ることでした。しかし１回戦でツイ
ンドルフィンズに負けてしまいました。そのとき5年生は泣いていました。 

 そこで新人戦では、絶対にベスト4に入ろうと決意しました。新人戦のトーナメントは、スターズ
はシードで2回戦からでした。試合はエラーも出てしまいましたが、なんとか逃げ切り勝つことがで
きました。 

  

習志野台スターズ 西川拓澄 
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FTJ 和久田 爽人  

 新人大会は９月 25 日(日)から開幕した。僕
たちの一回戦は 10 月 15 日(土)だった。 

 春季大会以来だったので、楽しみにしていた。
けれど、緊張感もあった。でも、僕だけではな
く、ほとんどの仲間が僕と同じように緊張して
いたのを見てホッとした。 

 僕は新人大会も優勝するためにチームのみん
なと練習を積み重ねてきた。大会はいつもと
違って、より緊張感があり、初戦、二回戦と厳
しい試合となった。でも、なんとか勝つことが
できた。励まし合い、みんなで力を合わせて準
決勝まで勝ち進むことができたけど、結果負け
てしまった。新人大会で負けた悔しさと、先輩
たちが果たせなかった春季大会優勝を目指した
い。そのためにみんなで練習を積み重ねてレベ
ルアップし、一日一日を無駄にせず頑張りたい。 

そして、応援してくれた人たちや野球ができる
ことに感謝し、また仲間と喜び合いたい。 

ご協力頂いたチームの代表選手にコメントを貰いましたのでご紹介します。 

 エラーをしてしまったのを反省し練習を
重ね、3回戦に臨みました。しかしたくさん
打たれてしまいました。打撃では、ヒット
が少なく、さらには僕のエラーも出てしま
い、３回コールドで負けてしまいました。
すごく悔しかったです。 

 新人戦の３回戦は独特の緊張感がありま
した。なぜかというと、A面のグラウンド、
慣れていないウグイス嬢のアナウンスある
ことが合わさってものすごく緊張し、試合
中にビクビクしてしまいました。 

 春季大会でも達成できなかったベスト4の
目標を六年生の春季大会で達成したいです。 

 



 「練習一球一球大事な試合だと思ってプレーする」「今
日打てなくても、次では必ず打てるように素振りの数を増
やす」「あいさつや返事、声かけなど当たり前の事もしっ
かり徹底する」ぼく達が優勝するために必要なこと。 

 ぼく達薬円台リトルスターは、低学年大会・５年生の春
の大会ベスト４、新人大会準優勝となり、くやしい結果が
続いています。 

 くやしくて涙を流した事、思うように動けなかった事、
ズルズルと気持ちの切り替えができなかった事… このす
ごくくやしい気持ちを忘れずに、チーム練習や家での自主
練習、みんなで勝ち取った勝利など日々の頑張りと喜びで
打ち消せるように頑張ります。 

 まずぼくは、チームの士気を上げられるくらいホームラ
ンを何本も打ちます。そして、チームの苦しい場面では
キャプテンの自分が誰よりも声を出して、引っ張っていき
ます。 

 次は必ず、チームのみんな、監督、コーチ、お父さんや
お母さんも一緒に笑って終わりたいです！ 

薬円台リトルスター  松浦 碧大 

法典コンドル 徳岡 卓弥 

 
 今のコンドルは、６年生から３年生までの人数
が少ないので、6年生と5年生がAチームの試合に
出て、４年生と３年生がCチームの試合に出ていま
す。４年生とは、去年いっしょに練習し、試合に
出ていたので、今回の新人大会はすごく楽しみで
した。 

 相手の先発ピッチャーはコントロールがよく、
簡単にアウトをとられ、なかなかヒットが打てま
せんでした。僕は先発ピッチャーでしたが、きん
ちょうして、コントロールが定まらず、アウトを
取るのに苦労しました。 

 チームの仲間がヒットを打って２点を返した時
はすごく嬉しく、追いつくかなと思いましたが、
最後は負けてしまいました。 

 今度の春から６年生となり、このチームでAの試
合に出ることになります。みんなでもっとバッ
ティングやピッチングや守備の練習をして、強い
チームに負けないようにがんばりたいと思います。 
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裏面：汎用パターン 

2022年9月25日～12月11日 
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裏面：汎用パターン 
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少年少女交歓大会 リアル野球盤&野球体験 
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習志野ｻﾝﾃﾞｰｽﾞ小室連合 F T J 

2022年11月20日 


