◇開幕！ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ 2005-2006
波乱の幕開けのｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ 2005-2006。昨季台風の目となったｺﾞ
ｰﾙﾃﾞﾝｱﾑｰﾙ(ﾛｼｱ)の突然の撤退。しかし今季はそれをもしのぐ
強力ﾁｰﾑが参戦！「ﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ｣。このﾁｰﾑの紹介は後
ほどするが､とにかく凄い！また韓国にも 2 つ目のﾁｰﾑ｢ｶﾝｳｫﾝﾗ
ﾝﾄﾞ｣が誕生し､全 9 ﾁｰﾑで行われる。今季の日程を見る限り平日
が多く､釧路での土日の試合は王子､ｺｸﾄﾞ､ﾊﾙﾗのみ。しかし他の
ﾁｰﾑとの対戦も注目だ！ｱｲｽﾊﾞｯｸｽには NHL699 試合の実績を
持つ助っ人が。ﾁﾁﾊﾙ・ﾊﾙﾋﾞﾝもﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽから選手が移籍し実力
を平均化してきている。ﾊﾙﾗにいたってはﾁｪｺのｴﾘｰﾄﾘｰｸﾞ(1 部)
の実績を持つ選手が 2 名も。どこのﾁｰﾑも気が抜けない状況だ。
しかしそうじゃなくちゃ面白くない!そういったﾁｰﾑを倒し真の王者
となる! 我がｸﾚｲﾝｽﾞはきっとやってくれる!なんて言ったってどこ
のﾁｰﾑにも無い俺達｢5th SET｣がいるのだから! さぁ今季も俺達
と共にﾁｰﾑを勝利へ後押ししよう! 勝負の行く末は神のみぞし
る・・ではない！俺達の力で勝利を引き寄せるのだ。迷わず行け
よ！Go!CRANES GO!
◇We are the 5th SET
「5thセット」(ﾌｨﾌｽ･ｾｯﾄ)とは､ｸﾚｲﾝｽﾞの5ｾｯﾄ目と言う事で選手に
勇気と力を与え､敵には脅威を与える｡ また苦しい時､辛い時に
は俺達「5thセット」がﾁｰﾑの一員として出場し（もちろん氷上には
上がりません）魂のこもった 声 を武器に､全力でｻﾎﾟｰﾄする! 今
季もｺﾞｰﾙ裏は熱い！みんな遠慮は要らない！ｺﾞｰﾙ裏に集まり
俺達と共にﾁｰﾑと戦おう！
◇未知数 ノルディクバイキングスって？
今年から新たにｱｼﾞｱﾘｰｸﾞに参加したﾉﾙﾃﾞｨ
ｯｸﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ。北欧の財政ｲﾍﾞﾝﾄ会社の出資
のもと､本拠地を北京に構えるﾁｰﾑである。
ﾒﾝﾊﾞｰは北欧の若手､ﾍﾞﾃﾗﾝ選手とﾁﾁﾊﾙ､
ﾊﾙﾋﾞﾝの選手 3 名ずつとで編成されるﾁｰﾑである。(ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞﾚﾍﾞ
ﾙ､価値の向上のための特別参加枠らしい） 開幕 2 戦を中国でこ
なし､ﾊﾙﾋﾞﾝ､ﾁﾁﾊﾙ相手にそれぞれ 5-1、5-3 と連勝した。
気になるのはこの 5 名！
・#8 ﾘｸ・ﾊﾞﾘｱﾓ ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ出身 ｽｳｪｰﾃﾞﾝのﾄｯﾌﾟﾘｰｸﾞでﾌﾟﾚｰした
DF の柱。
・#22 ｴﾘｯｸ・ｻｸﾘｿﾝ ｽｳｪｰﾃﾞﾝ以外にも北米や英国でのﾌﾟﾚｰ経
験がある大型 FW。中国戦の 2 戦では早くもﾏｲﾅｰﾍﾟﾅﾙﾃｨ 6 回な
ど、危ない？ﾌﾟﾚｰﾔｰだ!!
・#41 ﾌﾚﾄﾞﾘｯｸ・ﾅｰｽﾊﾞﾙ ｽｳｪｰﾃﾞﾝのｴﾘｰﾄﾘｰｸﾞでのﾌﾟﾚｰ経験が
ある。昨ｼｰｽﾞﾝは英ﾍﾞﾙﾌｧｽﾄ・ｼﾞｬｲｱﾝﾂ(昔ﾗｲｱﾝがいたﾁｰﾑ)で 53
ﾎﾟｲﾝﾄをあげている。 (この選手もﾍﾟﾅﾙﾃｨが多い)
・#7 ﾎﾙﾑｸﾋﾞｽﾄ・ﾍﾟｰﾙ ﾊﾙﾋﾞﾝ戦では 1 ｺﾞｰﾙ 2 ｱｼｽﾄの活躍。ﾁｰﾑ
のﾎﾟｲﾝﾄｹﾞｯﾀｰか？
・GM 八幡 ｼﾝ 昨年まで王子でﾌﾟﾚｰしていたあのﾔｼﾝが､ﾊﾞｲｷﾝ
ｸﾞｽの GM としてﾁｰﾑ編成の中心となっている。
あと中国の交換選手が出場していないのが気になるが、どのﾁｰ
ﾑであろうと王者奪還を達成するためには倒さなければならない。
釧路初戦を勝利で飾るぞ！ Go! CRANES Go！
◇開幕戦レポート 「東伏見の雰囲気は！？」
東伏見の開幕戦。当日の会場の雰囲気をお伝えしよう。まずは、
先着200名の女性と子供にbeanie babiesのぬいぐるみがﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ。
そして選手とﾊｲﾀｯﾁしながらﾘﾝｸへ。 試合前には、「語りべ」こと
加藤じろうさんの解説で実演を交えてのﾙｰﾙ説明、ﾋﾟﾘｵﾄﾞ間には
お楽しみ抽選会やｷｯｽﾞﾁｰﾑ同士の親善試合も。またﾘﾝｸの外に
は屋台が並び、ちょっとしたﾌｰﾄﾞｺｰﾄができていた。もちろん会場
内での飲食はOKだし､ﾋﾞｰﾙも飲める。ｺｸﾄﾞ選手のﾌﾞﾛﾏｲﾄﾞ（1枚

600円）も買える…(笑) それから､ﾁｱｽﾃｨｯｸ（別名ﾊﾞﾝﾊﾞﾝﾌｰｾﾝ・
気合棒）が､入場時全員に配布されていた。ともかくｱｲｽﾎｯｹｰを
盛り上げよう！という､いろいろな努力を感じた会場であった。丹
頂も早く飲食解禁にならないかなあ…
◇9/24(土)
VS日光神戸ｱｲｽﾊﾞｯｸｽ 1回戦（東伏見ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆5-0（2-0.1-0.2-0） ①G11A20-18 ②G20A34 ③G71A20-11
④G32A23-27 ⑤G71A26
①10-26-71 23-7②11-20-18 3-2③19-21-14 22-72
④24-27-32 44-2 GK30-41
― 守護神次郎完封！鮮烈ﾃﾞﾋﾞｭｰ! ﾙｰｷｰ西脇大暴れ!―
初戦の相手､ﾊﾞｯ
初ｺﾞｰﾙでｶﾞｯﾂﾎﾟｰｽﾞの西脇
ｸｽに昨ｼｰｽﾞﾝ負け
なしのｸﾚｲﾝｽﾞ。王
座奪還の為にこの
開幕戦､完璧な勝
ち方で勢いをつけ
たい。
ｺｸﾄﾞ､王子､ﾊﾞｯｸｽ
と国内ﾁｰﾑ集結と
なった東伏見。ｽﾎﾟ
ｯﾄﾗｲﾄを浴びなが
らｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｾﾚﾓﾆｰ。そして注目のﾌｪｲｽｵﾌ。 1P 早々ま〜しゃ
（#18）が相手ｺﾞｰﾙにﾊﾟｯｸと共に飛び込んだが得点ならず。 8 分
55 秒、待望の 1 点目は混戦のｺﾞｰﾙ前でﾙｰｷｰ西脇（#11）が相手
GK の股下へのｺﾞｰﾙ。今季ﾁｰﾑ初ｺﾞｰﾙは大物ﾙｰｷｰが評判どお
りの実力を見せ新人王へ強烈なｱﾋﾟｰﾙをした。続いて 15 分 18
秒原武（#34）のｺﾞｰﾙ前へのﾊﾟｽにﾀﾞｰｼ（#20）がｽﾃｨｯｸを合わせ 2
点目。2P にはｺﾞｰﾙ正面からﾀﾞｰｼのｼｭｰﾄをｺﾞｰﾙ前でﾗｲｱﾝが合
わせて 3-0。ﾙｰｷｰ西脇の初ｱｼｽﾄとなった。3P に入っても今季ﾌﾟ
ﾚｰｲﾝｸﾞｺｰﾁとなり､待望の第一子が産まれる竹内（#32）がｺﾞｰﾙ。
その後ﾗｲｱﾝ（#71）【ﾃﾞﾚｸ（#26）初ｱｼｽﾄ】が今日 2 点目となるｺﾞｰ
ﾙを決め 5-0 で開幕戦見事な完封勝利を収めた。初ｺﾞｰﾙ・初ｱｼ
ｽﾄ・初ﾍﾟﾅﾙﾃｨの西脇（#11）に三冠王を与えたい。
◇9/25(日) VSｺｸﾄﾞ 1回戦（東伏見ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆2-2（2-0.2-0.0-0.0-0） ①G26A3-71 ②G18A7-21
①10-26-71 23-7②11-20-18 3-2③19-21-14 22-72
④24-27-32 44-2 GK30-41
昨日の完封勝ちの勢
いで連勝と行きたいｸ
ﾚｲﾝｽﾞ。相手は昨ｼｰ
ｽﾞﾝ涙を呑まされた宿
敵ｺｸﾄﾞ。「この相手を
倒さずして優勝はあ
りえない」とお互いの
監督は言った。開始
デレク初ゴールの瞬間
早々ﾀﾞｰｼ(#20)が流
血負傷でﾘﾝｸを降りるなど、両ﾁｰﾑ合わせ18ﾍﾟﾅの荒れ試合とな
る。そのﾀﾞｰｼの穴を埋めたのは助っ人ﾃﾞﾚｸ！なんと1SETと
3SET両方のｾﾝﾀｰを努めﾌﾙ回転。その中､ﾃﾞﾚｸ(#26)が1P 8分47
秒､来日初ｺﾞｰﾙ!! 更に1P終了間際、ま〜しゃ(#18)が狭いｽﾍﾟｰｽ
に2点目!! だが2Pにｸﾚｲﾝｽﾞのﾐｽから失点､同点に追いつかれる。
ただこのまま流されないのが今のｸﾚｲﾝｽﾞ。 3P OTとｷﾙﾌﾟﾚｰの
連続。しかし固い守りと守護神次郎の神がかりｾｰﾌﾞで点を与え
ず、同点のまま終了。勝点1をGetし、ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ王座奪還に向け
て良いｽﾀｰﾄとなった。

◇クレインズ新戦力
―過去最強助っ人外国人―
DEREK PLANTE(ﾃﾞﾚｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ)
FW #26 ﾚﾌﾄﾊﾝﾄﾞ
178cm82kg 1971.1.17(34 才)
国籍 ｱﾒﾘｶ合衆国
1989 年､世界最高峰のﾎｯｹｰ
ﾘｰｸﾞ NHL でﾄﾞﾗﾌﾄ 8 巡目に指名
を受け、ﾊﾞｯﾌｧﾛｰ･ｾｲﾊﾞｰｽﾞに入
団｡その後､ﾀﾞﾗｽやﾌｨﾗﾃﾞﾙﾌｨｱ､
下部ﾘｰｸﾞの AHL などで活躍を
魅せる｡NHL では 450 試合に出場し 96G152A248P という成績を
持ち,さらにｱﾒﾘｶﾅｼｮﾅﾙﾁｰﾑに 5 回選出されている輝かしい実績
を持っている｡ｸﾚｲﾝｽﾞ史上最高の実績を持つ新助っ人ﾌﾟﾚｰﾔｰ､
ﾃﾞﾚｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ選手のﾌﾟﾚｰに期待が掛かる｡ｸﾚｲﾝｽﾞを亜細亜の王
者奪還に導いてくれる事だろう｡
―ルーキー紹介―
西脇 雅仁（にしわき まさひと）
FW #11 ﾗｲﾄﾊﾝﾄﾞ
1982.10.6（23才）
178cm75kg A型ﾞ
共栄小→北中→釧路緑ヶ岡→
早稲田大学
今年のﾙｰｷｰは一味違う。ま
ずは早稲田大出身の西脇雅仁。
学生時代に日本代表にまで選
ばれていた実力と甘いﾏｽｸを兼
ね備えた点取り屋。ﾎｯｹｰ部にしては酒は弱いが､あっちの方
は・・・？？もう一人は、帯広白樺高出身の土塚修平。彼もU-18
の日本代表に選ばれた実力の持ち主だ。そしてﾌｨｼﾞｶﾙやﾒﾝﾀﾙ
面も強い､暴れん坊。彼のｶﾗｵｹの１8番がなんと相沢ｺｰﾁと同じ
松山千春。二人の千春の共演
がいつの日か実現することを期
待してやまない。ﾙｰｷｰ二人が
（ﾘﾝｸ内外問わず）近い将来ｸﾚｲ
ﾝｽﾞになくてはならない存在にな
ってくれることは間違いない。頑
張れﾙｰｷｰ！！
土塚 修平（つちづか しゅうへ
い） FW #15 ﾗｲﾄﾊﾝﾄﾞ
1986.9.9（19才）
177cm 71kg B型
昭和小→鳥取中→帯広白樺学園高

◇メルマガ 『居酒屋つるっ子CRANESで乾杯』
すでにご存知の方も多いと思うが､つるっ子が携帯版「ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞ
ﾝ」を開設しています。 「試合結果」や「ｸﾚｲﾝｽﾞ情報」､つるっ子か
らの「応援企画」などを中心に伝えています。 ぜひみなさん登録
してみては？！
◆登録方法◆ ※登録無料 ただしパ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。 ﾎﾞｰﾀﾞﾌｫﾝの場合は｢ﾛﾝｸﾞﾒｰﾙ対応｣→｢ﾒﾙﾏｶﾞ一覧｣
から検索
◇集まれ！つるっ子メンバー＆ML 募集
つるっ子は現在 10 名（釧路 8 名､釧路以外 2 名）で活動していま
す。一緒に活動してくれるﾒﾝﾊﾞｰを募集しています。また今季か
ら､このﾆｭｰｽ作成や応援について討議する ML(ﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ)も開
設しました。ぜひ俺達と一緒にﾁｰﾑの為に活動しませんか？釧
路在住では無くとも OK。応援できる時に盛り上げましょう！

◇We Love くしろ 集まれ！第 4 回ｻﾎﾟｰﾀｰ感謝 DAY
9月19日(月)釧
路ｱｲｽｱﾘｰﾅにて､
第4回ｸﾚｲﾝｽﾞｻﾎﾟ
ｰﾀｰ感謝ﾃﾞｰが
行われた。会場
には約400名のﾌ
ｧﾝが詰めかけ､
様々なｲﾍﾞﾝﾄを
選手と一緒にな
り楽しんだ。中で
も綱引きでは桑原･ﾗｲｱﾝ･春男の大活躍や､ｺﾞﾘ山野の着ぐるみ
など､目で楽しませてくれる場面もあった。また大抽選会では川
湯温泉宿泊券を筆
頭に豪華景品が
次々と飛び交い､ﾌｧﾝ
の気持ちを昂らせた。
最後には選手とのふ
れあいﾀｲﾑがあり､み
んな目当ての選手に
一目散で走り寄り､写
真を撮ったりと選手
共々楽しい時間を過
ごした。
◇試合日程決定
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◇ＨＰ｢ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合｣
つるっ子で開設している HP「ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合」はｸﾚｲﾝｽﾞ情報や
選手写真など旬な話題で一杯だ！ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝなら必見だ。また掲示
板ではｸﾚｲﾝｽﾞの試合経過なども実況される時があるぞ！
○HP「ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合」
http://www.horae.dti.ne.jp/˜cranes/
○携帯掲示板
http://www.pstown.com/bbs03/i01.cgi?room=terayama
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