【 ｱﾆｬﾝｶｯﾌﾟ開催 】
◆9/6(木) VS HALLA（A ｸﾞﾙｰﾌﾟ第 1 戦）
★2-3(1-1,1-1,0-1)①G71A25.2②G18 A71
立ち上がりからｽﾑｰｽﾞなｸﾚｲﾝｽﾞはﾊﾙﾗのﾍﾟﾅﾙﾃｨを誘い、6 分 22
秒、2 人多いﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰで潤(#2)、新外国人選手ｻﾆｰ(#25)とﾊﾟｯｸ
を回し、最後はﾗｲｱﾝ(#71)がｺﾞｰﾙを決め先制。その後は攻め続
けるも、High1（旧ｶﾝｳｫﾝ）から移籍した GK ｿﾝの安定した守りで
効果的に得点を奪うことができず、逆にﾊﾙﾗのｶｳﾝﾀｰを受けるな
ど地元開催のﾊﾙﾗに惜敗した。
◆9/7(金) VS 王子製紙（A ｸﾞﾙｰﾌﾟ第 2 戦）
★3-4(0-1,1-2,2-1l)①G10 A19 ②G2 A71 ③G3 A7.25
1P、ｸﾚｲﾝｽﾞはﾁｬﾝｽを活かせず、逆に先制されてしまう。2P、ｺﾞﾘ
(#10)のｼｭｰﾄで同点とするがﾍﾟﾅﾙﾃｨが続き波に乗れず、2P 終了
時には 1-3。3P、先に得点をあげたいｸﾚｲﾝｽﾞであったが、早々
に王子に決められ 1 対 4。ｸﾚｲﾝｽﾞは潤(#2)、賢吾(#3)の連続ｺﾞｰﾙ
で望みをつなぎ、残り 1 分で 6 人攻撃を仕掛けたが、王子の守り
に阻まれ試合終了。ｸﾚｲﾝｽﾞは順位決定戦に回ることとなった。
◆9/9(日) VS High1（順位決定戦）
★3-4(1-1,1-2,1-1l)①G14 A17 ②G14 A11 ③G17 A24
5，6 位順位決定戦のせいかｸﾚｲﾝｽﾞは立ち上がりから動きが悪く、
4 分過ぎには High1 に先制される。しかし、18 分 46 秒、昨年、負
傷、治療のため戦列を離脱していた匡史(#14)がよっち(#17)のﾊﾟ
ｽをﾀﾞｲﾚｸﾄに合わせ、うれしい復帰初ｺﾞｰﾙ。2P、再びﾘｰﾄﾞを許し
たｸﾚｲﾝｽﾞは 9 分 26 秒、西脇(#11)のﾊﾟｽを再び匡史が決め同点。
しかし、攻守ともに調子の出ないｸﾚｲﾝｽﾞはその後も失点を重ね
た。3P、High1 に 1 点を返したが、あと 1 点を奪うことができず 3
試合連続 1 点差負け。これで本大会の最下位が決定した。
◆第 5 回 JTB 杯 VS SEIBU ﾌﾟﾘﾝｽﾗﾋﾞｯﾂ
9/13(木) ★0-7(0-1,0-3,0-3l)
今季地元釧路での初試合､この日を楽しみにしていた 810 名の
観客が詰め掛けた。ｸﾚｲﾝｽﾞは立ち上がり良いｽﾀｰﾄを見せたが
1P15 分過ぎﾍﾟﾅﾙﾃｨｰｼｮｯﾄを決められ､その後 2P 以降 SEIBU の
堅い守りを崩すことが出来ず無得点。逆に SEIBU はﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰを
活かし､得点を重ね０－７で試合終了。定期戦とはいえ､SEIBU に
大敗したｸﾚｲﾝｽﾞ。開幕までしっかり立て直しを図ってほしい。
◆全道 A 級選手権 vs 王子製紙
9/15(土)☆3-3(2-3,0-0,1-1,1-0)①G24 A3.18 ②G3 A24.18 ③
G18 A3.7
ｱﾆｬﾝｶｯﾌﾟで惜敗した王子戦。開幕で対戦することもあり､良い形
で勝っておきたい。開始早々0-2 とされるもﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰのﾁｬﾝｽに
ｺﾞﾏ(#24)が決め 1-2。その後 3 点目を奪われるが終了間際､また
もﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰで賢吾(#3)が決め､2-3 で 1P 終了。3P に入り早く同
点ｺﾞｰﾙがほしいｸﾚｲﾝｽﾞ。そんな時に決めるのがｴｰｽ。3P 中盤ﾊﾟ
ﾜｰﾌﾟﾚｰﾁｬﾝｽにま～しゃ(#18)が決め同点!勝負の行方はｵｰﾊﾞｰﾀ
ｲﾑへ。しかし決着がつかず､PS 戦に突入。両者 5 人ずつを終え
同点。次に出てきたｻﾆｰ(#25)が決め、今季初勝利。しかしなんと
いっても今日のﾋｰﾛｰは安定した守りを見せた GK 央(#61)だろう。
◆第 32 回毎日新聞社杯 vs 王子製紙
9/16(日)☆5-2(2-0,3-0,0-1)
①G18 A3 ②G17 A23 ③G71 A14 ④G7 A18.3 ⑤G37 A11.15
昨日の PS 戦で王子に辛勝したｸﾚｲﾝｽﾞであったが今日は違った。
怪我で遅れていたﾀﾞｰｼ(#20)が復活。ほぼﾍﾞｽﾄﾒﾝﾊﾞｰで試合に
臨み、序盤から王子ｺﾞｰﾙを脅かす。8 分過ぎにはま～しゃ(#18)
が先制点を挙げると、よっち(#17)がこれに続く。2 ﾋﾟﾘにはﾗｲｱﾝ
(#71)、ｼﾞｮｰ(#7)、そしてﾙｰｷｰのｶｸ(#37)の社会人初ｺﾞｰﾙで王子
を突き放す。守ってはﾘｰｽ(#53)が 1 失点に食い止めた。開幕ｶｰ
ﾄﾞを完勝し、定期戦最終戦をよい形で締めくくった。

☆白星よ舞い降りろ！～紙
ふ
ぶ
きを飛
ば
そ
う
ﾎｰﾑ丹頂ﾘﾝｸでは恒例となった 紙ふぶき 。ここぞと言う試合に
企画され約 3 万枚会場に舞う。今日は釧路開幕戦！ﾃﾞｨﾌｪﾝﾃﾞｨﾝ
ｸﾞﾁｬﾝﾋﾟｵﾝを盛り上げる為、皆さんの座席に置いてあります。
ﾀｲﾐﾝｸﾞは選手入場後「くしろクレイン」3 回ｺｰﾙ後に天高くにばし
てくれ！※ﾘﾝｸ内に飛ばさないように注意してください
☆佐藤匡史復活企画
昨年 9 月 3 日に試合中のｱｸｼﾃﾞﾝﾄにより、一時は意識不明の重
体。その悲報を聞き全国のｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝ、ｱｲｽﾎｯｹｰﾌｧﾝが結束し
数万羽の折鶴､500 通を超えるﾒｯｾｰｼﾞを送った。本人は「毎日ﾒｯ
ｾｰｼﾞを励みに復帰に向けﾘﾊﾋﾞﾘをしてきた」と話す。今日その匡
史が出場する予定だ。地獄を見た男の奇跡の復活劇をｱｼｽﾄす
る為、この企画に賛同してほしい。
1. 試合開始後、最初のｼﾌﾄとなったときお手元にある
黄色いﾎﾞｰﾄﾞを一斉に掲げてほしい。
2. ｺﾞｰﾙ裏の合図で「ま～さし～！」と声を匡史へ届けてほしい。
またこの時の為に､不死鳥匡史の復帰を祝った横断幕もたくさん
のﾌｧﾝの賛同の元製作した。（ｺﾞｰﾙ裏）
☆ゲット君＆ドーレ君と記念撮影
開幕戦にｺﾝｻﾄﾞｰﾚ札幌ｷｬﾗｸﾀｰ｢ﾄﾞｰﾚ君｣が応援に駆けつけます。
1P 終了時 1F ﾛﾋﾞｰにて「ﾄﾞｰﾚ君＆ｹﾞｯﾄ君」と記念撮影会がありま
す。またｼｭｰﾄでﾎﾟﾝにも登場しますよ！
☆プレゼント＆イベント
は要チェック！
1F ロビー左手には、さまざまなｲﾍﾞﾝﾄの抽選箱がある。ﾘﾝｸにき
たらまず応募だ！
◆シュートでポン
で旅行券を！
今季からｼｭｰﾄでﾎﾟﾝがﾘﾆｭｰｱﾙ！!3 本のﾎﾞｰﾘﾝｸﾞのﾋﾟﾝにﾊﾟｯｸを
当て､全て倒すとなんと！ｸﾚｲﾝｽﾞｽﾎﾟﾝｻｰ JTB 北海道釧路支社
ご提供 旅行券「5000 円」分がもらえる！ｼｭｰﾄﾁｬﾝｽは 1 度きり！
もし失敗するとなんとｷｬﾘｰｵｰﾊﾞｰ！。（高校生以上対象） 旅行
券をｹﾞｯﾄしｸﾚｲﾝｽﾞの応援に行こう！また 3 枚のﾎﾞｰﾄﾞを倒す今ま
でのｹﾞｰﾑは中学生以下対象。
◆ハイタッチ
試合開始時 氷上で選手、監督とﾊｲﾀｯﾁが出来る！年齢性別関
係なし 毎試合 5 名様。
◆北海道米＆サイン入りパックプレゼント
北海道米親善大使のｸﾚｲﾝｽﾞより抽選で北海道米 5kg を 3 名様､
ｻｲﾝ入りﾊﾟｯｸ＋ﾜﾝﾗｯﾌﾟ 2 本が 10 名様が当たる。
◆記念撮影
試合終了時、好きな選手（ﾍﾞﾝﾁ入りの選手のみ）と記念撮影が
出来ます！毎試合 3 名様。
☆つる
っ子１日体験をし
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開場前から試合終了後まで活動しているつるっ子。そのつるっ
子活動を１日体験してみませんか？
対象 高校生以上、性別問わず。ﾍﾟｱ 1 組 希望者は下部連絡先
へ。特典として当日入場料無料､つるっ子ﾚﾌﾟﾘｶ貸し出しします。
☆紙
ふ
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きを拾
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て
写真をゲット！
試合開始時に飛ばした紙ふ
ぶきは 1P 終了時､ｺﾞｰﾙ裏で
回収している。その 紙
ふ
ぶ
き拾
いの
お手伝いしてくれた方には、
かっこいいｸﾚｲﾝｽﾞ選手の写
真をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄします！ｺﾞｰﾙ裏
に持ってきてくれ！※1 試合
1 人 1 枚。

