◆AL2007-2008 開幕～2 冠へのﾁｬﾚﾝｼﾞ

◆9/24 vs 王子製紙 2 回戦（苫小牧ｱｲｽｱﾘｰﾅ）

2007.9.22(sat) 再びﾘﾝｸに熱い戦いが戻ってきた。ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞの開
幕である。昨ｼｰｽﾞﾝ 悲願の 2 冠を達成し、今ｼｰｽﾞﾝは新たな気
持ちで「ﾁｬﾚﾝｼﾞ」するｸﾚｲﾝｽﾞ。開幕の相手は王子製紙、不足の
ない相手を迎え、07-08 ｼｰｽﾞﾝが始まった。

△ 4-4(2-4,1-0,1-0,0-0) ① G10 A17.22 ② G20 A18.24 ③ G11
A21.32 ④G17 A14.2
開 幕の 雪辱を 晴ら
すべく苫小牧に乗り
込んだｸﾚｲﾝｽﾞ。試
合開始直後、ｺﾞﾘ
(#10)のｶｳﾝﾀｰが決
ま り 先 制 。 し か し、
DF の連携ﾐｽ等で第
1 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了時には
2-4 と苦しい展開。
この状況を打破した
のが西脇(#11)のｺﾞｰﾙ。一気に流れをｸﾚｲﾝｽﾞに引き戻し、3 ﾋﾟﾘ
10 分にはよっち(#17)のｺﾞｰﾙで同点に追いついた。逆転こそでき
なかったものの、2 ﾋﾟﾘ以降無失点に抑え、同点に追いついた底
力は評価できるだろう。

◆9/22 vs 王子製紙 1 回戦（釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
★0-2(0-0,0-1,0-1)
戦力が大幅に変わり動
向が注目されていたｸﾚ
ｲﾝｽﾞ。一番の注目、開
幕 GK には石川央(#61)
が選ばれた。試合開始、
気合十分で守る央。相
手 GK は憧れの選手 春
名とい う こともあ り、気
合の入っ た守りで体を
張って止める。第 2､第 3 ﾋﾟﾘｵﾄﾞに 1 点ずつ失点はしたものの GK
として十分に存在感を示した。しかし攻撃陣がかみ合わず、王子
の DF 陣、GK の堅守を崩すことができず、開幕戦を落とした。

～王者としての「挑戦」 07－08 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾗｯｸﾞ
毎年､選手入場時にｺﾞ
ｰﾙ裏に選手達を勇気
づけるため、そして会
場のﾃﾝｼｮﾝを上げるた
めに広げるﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾗｯ
ｸﾞ。今季ﾊﾞｰｼﾞｮﾝがこの
日初披露された。過去
4 度製作したのは「V2」
「V」「WIN The Dream」「最強」。そして今季は「挑戦」。昨季王者
になったｸﾚｲﾝｽﾞは今季も AL 制覇、全日本連覇、ﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝ
奪回を目指し王者として驕ることのないようにとあえて挑戦とした。
また、つるっ子ﾏﾆｱのﾒﾝﾊﾞｰも転勤等により人数が減ってしまい
少人数で頑張るという意味も含んでいる。今季もｱｼﾞｱ No.1 にな
るためにﾁｰﾑ、そしてｻﾎﾟｰﾀｰの「挑戦」が始まる。

～Ｊ２ｺﾝｻﾄﾞｰﾚ ﾏｽｺｯﾄ ﾄﾞｰﾚくんが応援に！
釧路開幕戦を盛り上
げよう！と言う事でｺﾝ
ｻﾄﾞｰﾚ ﾏｽｺｯﾄの｢ﾄﾞｰ
ﾚくん｣が丹頂ﾘﾝｸに登
場した！ｸﾚｲﾝｽﾞ ﾏｽｺ
ｯﾄの｢ｹﾞｯﾄくん｣と記念
撮影やｱﾄﾗｸｼｮﾝ｢ｼｭｰ
ﾄでﾎﾟﾝ｣にも登場。な
んと氷上で側転まで
しちゃう大ｻｰﾋﾞｽ！ﾎｯ
ｹｰはｸﾚｲﾝｽﾞ､ｻｯｶｰはｺﾝｻで皆も応援しよう！

～ｼｭｰﾄでﾎﾟﾝにﾋﾞﾘｰも登場！？
毎回面白さを追求
しているｼｭｰﾄでﾎﾟﾝ。
今回はﾌﾞｰﾄｷｬﾝﾌﾟ
でお馴染みのﾋﾞﾘｰ
が登場しました！
最後の締めには
｢ 小島よしお｣ も登
場！？今回も登場
するのか？？

◆10/5 vs ｼｬｰｸｽ 1 回戦（帯広の森ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆5-1(1-1,2-0,2-0)①G11 A19.32 ②G3 A11 ③G18 A7.21 ④G7
A21.18 ⑤G18 A3.24

◆10/6 vs ｼｬｰｸｽ 2 回戦（帯広の森ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆4-1(1-0,0-0,3-1)①G17 A2.23 ②G71 ③G27 A10.25 ④G17
A14.71
今季の中国ﾁｰﾑは違う！業務提携した NHL ｻﾝﾉｾﾞ・ｼｬｰｸｽの選
手 5 名､ｽﾀｯﾌ 2 名が派遣され名前も中国ｼｬｰｸｽと変更。なかでも
安定した守りを見せる GK ｼｷｯﾁが要注意。そのﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟしたｼｬ
ｰｸｽに対しなかなかｺﾞｰﾙを奪えない。そんなｸﾚｲﾝｽﾞを勝利に導
いたのは帯広出身の彼ら。5 日はま～しゃ(#18)が 2 ｺﾞｰﾙ 1 ｱｼｽﾄ、
6 日はよっち(#17)が 2 ｺﾞｰﾙの活躍で、帯広 2 連勝を飾った。

～高み（NHL）を目指せ！西脇雅仁 ECHL へ挑戦！
西脇(#11)が ECHL(ｲｰｽﾄｺｰｽﾄﾎｯｹｰﾘｰｸﾞ)へ挑戦する為､この試
合でﾁｰﾑを離れる事になった。ﾁｰﾑ名はﾃﾞｲﾄﾝ・ﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ。このﾁ
ｰﾑには元ｸﾚｲﾝｽﾞﾍｯﾄﾞｺｰﾁであったﾄﾞﾝ・ﾏｷｬﾀﾞﾑ氏が GM 兼監督
を務めている。ECHL とは北米
のﾌﾟﾛﾎｯｹｰ界で、NHL､AHL（ｱ
ﾒﾘｶﾝ ﾎｯｹｰﾘｰｸﾞ）に続く位置
づけ。ECHL で活躍し上に上
がれば福藤選手に続く NHL 選
手の誕生となる!
（試合後にｲﾝﾀﾋﾞｭｰがあり､こ
の日は西脇の誕生日､と言う
事でﾁｰﾑ恒例の“水掛け”がｺﾞ
ﾘ(#10)からありました。が､やさ
しさから水ではなくぬるま湯だ
った。また最後には｢僕がいな
くても、そんなの関係ねぇ｣と
笑いを取っていました。
頑張れ！西脇！

～西脇の活躍はここでﾁｪｯｸ！
海外に行っても大丈夫！本人が開設しているﾌﾞﾛｸﾞで情報をﾁｪｯ
ｸできます。ｺﾒﾝﾄすれば本人からﾒｯｾｰｼﾞがもらえるかも！先日
連絡がありﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞでも背番号は#11 だそうです！
●西脇雅仁ﾌﾞﾛｸﾞ 世界への第一歩
http://nishiwaki11.blog105.fc2.com/blog-date-200709.html

◆10/12 vs ﾊﾙﾗ 1 回戦（安養ｱｲｽｱﾘｰﾅ）

◆大募集！活きのいい団体！

★2-6(1-2,1-2,0-2)①G18 A20.24 ②G17 A14

釧路で活動している活きのいい団体の皆様へ！ｸﾚｲﾝｽﾞの試合
で自分達の活動をｱﾋﾟｰﾙしていませんか？現在 ﾋﾟﾘｵﾄﾞ間では
｢釧路子供ﾐｭｰｼﾞｶﾙ ｷｯｽﾞﾛｹｯﾄ｣が踊りと歌を披露しておりますが、
ｷｯｽﾞﾛｹｯﾄのようにﾘﾝｸ内を盛り上げてくれる活きのいい団体を募
集しています。
《条 件》
・観客席でできること（氷上はｻﾞﾝﾎﾞの関係上難しいです）
・制限時間として約 5 分以内
・ｺﾞｰﾙ裏でつるっ子と一緒に応援してくれる 以上です。
ﾁｰﾑや連盟の許可が必要となりますので、どんな事でもできると
いう訳でもありませんが、ぜひ皆さん ご検討を！希望者は下記
連絡先まで。

◆10/13 vs ﾊﾙﾗ 2 回戦（安養ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆2-0(1-0,0-0,1-0)①G20 ②G71
韓国遠征前半戦。今
ｼｰｽﾞﾝ大型補強をし
たﾊﾙﾗにｸﾚｲﾝｽﾞは苦
戦を 強い ら れ、初 戦
は 2-6 で落とした。し
かし、前日のふがい
なさを取り戻すべく、2
戦目は守りのﾎｯｹｰを
展開し、ﾀﾞｰｼの PS ｺﾞ
ｰﾙ を 守り き り、最 後
はﾗｲｱﾝが試合終了前にｺﾞｰﾙを決め 2-0 勝利。央が嬉しいﾘｰｸﾞ
初完封勝利を決めた。

◆10/15 vsHigh1 1 回戦（ｳｨｱﾑｱｲｽﾘﾝｸ）
☆3-1(0-0,1-1,2-1)①G20 A3.7 ②G71 A14.17 ③G18 A17

◆10/16 vsHigh1 2 回戦（ｳｨｱﾑｱｲｽﾘﾝｸ）
☆3-2(0-0,2-0,1-2)①G25 A15.27 ②G10 A3 ③G24 A3.18
韓国遠征後半戦。相
手は韓国もう一つの
雄 High1 、 王 子 、
SEIBU を破りかなり好
調であるこのﾁｰﾑ を
相手にｸﾚｲﾝｽﾞはどう
戦う のか。結果はい
ずれもﾛｰｽｺｱの接戦
であった。15 日の試
合では 3 ﾋﾟﾘのﾗｲｱﾝ
(#71)決勝ｺﾞｰﾙを死守、16 日はｺﾞﾏ(#24)が試合終了 3 分前に決
勝ｺﾞｰﾙを決めるなど、ﾊﾗﾊﾗﾄﾞｷﾄﾞｷの展開であったが好調 High1
相手に 2 連勝を飾った。また 16 日にはｻﾆｰ(#25)の来日初ｺﾞｰﾙ
も出てｸﾚｲﾝｽﾞは 3 連
勝。3 勝 1 敗の成績で
韓国遠征から戻って
きた。
前半戦 8 戦を終えて
の殊勲者は何といっ
ても央(#61)だろう。こ
の調子でｸﾚｲﾝｽﾞのｺﾞ
ｰﾙを守り続けてくれ!!
◆つるっ子体験入学
読んで字のごとく 1 日つるっ子を体験できます。俺達の活動は開
場前にﾘﾝｸ入りし､横断幕設置から応援準備など色々な作業をし
てます。試合が始まると応援はもちろんの事､ｲﾝﾀｰﾊﾞﾙには「ｼｭ
ｰﾄでﾎﾟﾝ」で盛り上げます。試合後にはｺﾞﾐ拾いを兼ねた後片付
け。それが１日の簡単な流れです。その活動を１日がっちり体験
してみませんか？今季つるっ子は実働 4～5 名。人員も少ない事
から､手伝ってもらえる人がいればいるほど助かります。そんな
意味もありこんな企画を考えました。
《内 容》
・１試合ﾍﾟｱ１組 ・ﾚﾌﾟﾘｶﾚﾝﾀﾙ ・入場料不要 ・開場前準備から
後片付けまで ・希望であればｼｭｰﾄでﾎﾟﾝにも
《応募条件》
・年齢 高校生以上 ・性別 関係なし ・会場時間 30 分～１時間
前にﾘﾝｸに来られる方
希望者は下記連絡先まで名前を記載の上 応募ください。当選
はﾒｰﾙの返信でご連絡します。

◆鳥取小ﾖｻｺｲﾁｰﾑが盛り上げる！
28 日(日) 鳥取小学校ﾖｻｺｲﾁｰﾑの舞童踊乱会（まいどおどらん
かい）の皆様がｸﾚｲﾝｽﾞの応援にやってきます！2 年生～6 年生
の 24 名のちびっ子がﾁｰﾑと応援席に元気を与える演舞を行いま
すので皆さんお楽しみに！
●演舞時間：試合開始前､1P 終了時 計 2 回

◆JTB クリスマスゲームＪＲ応援ツアー
12月に札幌で国内の4ﾁｰﾑが集結して行われるｸﾘｽﾏｽｹﾞｰﾑ。ｸﾚ
ｲﾝｽﾞはSEIBU､ﾊﾞｯｸｽと対戦する。皆さん､もちろん応援に行きま
すよね！このｹﾞｰﾑにJTBでﾂｱｰが行われます。そこで参加を予
定している方・まだ考えている方にご連絡とお願いです。ﾂｱｰは
22日（土）7時39分発の2便ですが､自分たちは準備の関係上6時
32分発・札幌着10時31分の1便で行かなくてはなりません！ﾂｱｰ
は最少人数が15人集まると行けるということです。1便で行くと､
試合前に札幌でのお買い物なども充分できます。もしも1便で行
けるという方がいたら下記連絡先へ連絡ください。JTBから特典
として抽選で2名様にX masｼﾞｬｰｼﾞなどのﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄもありますよ。
皆さん､1便でつるっ子と一緒にﾂｱｰで応援に行きましょう！

◆ｺﾞﾐを拾って写真をｹﾞｯﾄ！
開幕時の企画として行った｢紙ふぶき拾いで写真をｹﾞｯﾄ｣は、今
回は紙ふぶきを行わない為、試合後のｺﾞﾐ拾いに変更します。
お手伝いしてくれた皆様に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！一緒に片付けをしよう！※1 試合 1 人 1 枚。

◆HP｢ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合｣
ｸﾚｲﾝｽﾞの事をもっと知りたいならこの HP｢ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合｣
をﾁｪｯｸ。つるっ子で開設しておりｸﾚｲﾝｽﾞ情報や写真で一杯だ。
また掲示板では疑問などを優しく答えてくれる！初心者から玄人
まで気軽に書き込んでみよう！
○HP｢ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合｣
http://www.horae.dti.ne.jp/˜cranes/
○掲示板（携帯からも見ることができます）
http://www.cranes-tsurukko.com/epad/epad.cgi

◆ﾒﾙﾏｶﾞ｢居酒屋つるっ子 CRANES で乾杯｣
こんなﾀｲﾄﾙですが決して居酒屋さんではありません。これはつ
るっ子が配信している携帯版｢ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ｣。試合結果､ｲﾍﾞﾝﾄ情
報､応援企画などを配信。ぜひ皆さん登録してみては？
○登録方法 ※登録無料 ただしﾊﾟｹｯﾄ代は負担となります
ﾐﾆまぐ（携帯登録用） http://mini.mag2.com/
検索で｢つるっ子｣と入力か｢ｽﾎﾟｰﾂ/娯楽｣→｢ｼｰｽﾞﾝｽﾎﾟｰﾂ｣から
検索。全ﾒｰｶｰ対応。
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