◇9/28(水) VSﾉﾙﾃﾞｨｯｸ･ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ 1回戦（釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆8-1（2-0.4-0.2-1）[1]G18 A34 [2]G20 [3]G71 A26 [4] G20
A3-7 [5]G18 A7 [6]G21 A14 [7]G18A11-3 [8]G71 A10-26
①71-26-10 7-23 ②18-20-11 3-34 ③14-21-19 72-22
④32-27-24 2-44 GK30-61
9/24開幕したｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ2005-2006。ﾊﾞｯｸｽ､ｺｸﾄﾞと戦い1勝1
分。そしてこの日はﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝとしても待ち焦がれた釧路
開幕。対戦相手は未知数の実力のﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ。北米の選手を
ずらりとそろえ日本初登場。約半年振りの公式戦。開幕だと言
うのにちょっと寂しいﾘﾝｸだが､俺達ｺﾞｰﾙ裏 5Th SETには関係
ない。選手入場時には今季のﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾗｯｸﾞ登場。選手に勇気
を与える！そして選手達はそれに応えた。1Pから相手ｺﾞｰﾙに
襲い掛かるｸﾚｲﾝｽﾞ。
釧路初得点はｱｼﾞｱ
のｺﾞｰﾙﾊﾝﾀｰま〜し
ゃ(#18)。この日のま
〜しゃは凄かった。
2Pにはﾉｰﾏｰｸでのｺﾞ
ｰﾙ。3P1分にはﾊｯﾄﾄ
ﾘｯｸを達成してしまっ
た。今季もｱｼﾞｱｺﾞｰﾙ
ｷﾝｸﾞはま〜しゃの物。
頑張れ！(応援席に
ｱﾋﾟｰﾙも忘れずに)
◇9/29(木) VSﾉﾙﾃﾞｨｯｸ・ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ 2回戦（釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆2-1（0-0.2-0.0-1）[1]G26 A71-7(PP) [2]G18 A無し(PP)
①71-26-10 7-23 ②18-20-11 3-34 ③14-21-19 72-22
④15-27-24 2-42 GK30-61
前日の大勝利､実はﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽは北京から日本入りしたのは昨
日。当然動きは悪いはず。我等の守護神次郎も所属していた
ｽｳｪｰﾃﾞﾝの1部､2部ﾘｰｸﾞで活躍していた選手を中心としたﾁｰﾑ
の実力はこんなはずでは・・よほど悔しかったのか、この日の
試合直前までｸﾚｲﾝｽﾞの練習を見ていたﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ監督。その
監督が取った戦略は守りを固め
ること。初戦ｺﾞｰﾙ裏へのｱﾋﾟｰﾙで
俺達の心をつかんだﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ
GKﾍﾟｰﾃﾙ(#35)城は中々崩れな
い。試合は2P 俺達の陣取るｺﾞｰ
ﾙ裏へﾍﾟｰﾃﾙが来た。俺達は拍
手と矢印で迎えた。しかしﾍﾟｰﾃﾙ
も負けてはいない。「ｺﾞｰﾙ？無い
無い」のｼﾞｪｽﾁｬｰに加え､ｺﾞｰﾙｼﾞｬ
ｯｼﾞに「ﾎﾞﾀﾝを押したらだめだよ」
と。いかしたGKだ。そんなﾍﾟｰﾃﾙ城を崩したのは過去最高の
実力を持つ男。GKと1対1となり見事なﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞでGKを動かし
冷静にﾈｯﾄを揺らした。ﾃﾞﾚｸ(#26)の釧路初ｺﾞｰﾙだ。2P終了後
はｺﾞｰﾙﾊﾝﾀｰま〜しゃ(#18)が押し込み2-0。試合終了間際にま
たしても1点を失い完封を逃し
たがｸﾚｲﾝｽﾞ負け無しの3勝1
分、現在1位である。まだまだ
ｺﾝﾃﾞｼｮﾝが整わないﾊﾞｲｷﾝｸﾞ
ｽだが今後侮れない相手とな
りそうだ。ﾌﾟﾚｰｵﾌで待ってい
るぞ！ﾍﾟｰﾃﾙ。（体調が整っ
た10/1 ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽは見事王
子を4-3で下した）

◇勝利を呼ぶビクトリーフラッグ
昨季の応援でﾁｰ
ﾑに勇気を与え
た物のひとつ【ﾋﾞ
ｸﾄﾘｰﾌﾗｯｸﾞ】 今
季の文字はﾁｰﾑ
ｽﾛｰｶﾞﾝの「Ｗｉｎ
Ｔｈｅ Ｄｒｅａｍ」
だ！つるっ子を
中心に地元ｻﾎﾟｰ
ﾀｰ（ML組）で力
を合わせ連日に渡り製作した。前回同様､念を込めながら黒と
赤のﾋﾞﾆｰﾙ袋を貼りあわせた。苦労したかいあって中々良いで
きだと（自画自賛）！選手入場時にｺﾞｰﾙ裏に集まってﾌﾗｯｸﾞを
「ばふばふ」してﾁｰﾑに勇気を与え王座奪還の後押ししよう！
◇新応援コールを要チェックや！
今季はまず､開始前の「We Love CRANES」ｺｰﾙを釧路のﾁｰﾑ
をｱﾋﾟｰﾙする為にも「釧路ｸﾚｲﾝ」に変更した。そしてｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ
得点王のま〜しゃ(#18)ｺｰﾙや､ﾁｰﾑ1のお祭り男ｺﾞﾘ山野(#10）
ｺｰﾙ等､今季も応援ｺｰﾙは多彩だ。早くみんなも新応援ｺｰﾙを
覚え､つるっ子達と一緒に盛り上がろう！みんなの声や気合棒
の音が選手たちを奮
い立たせることは間
違いない。特に負け
ている時こそ､ﾌｧﾝが
５ｔｈ SETとして一丸
となり選手達を後押
ししてやろう！みん
なの夢を勝ち取る為
には､5Tｈ SETの盛
大な応援が必要不
可欠だ。まずはｺｰﾙ
一覧を要ｃｈeｃｋや！

＜NEW応援ｺｰﾙ ゴリ＆ま〜しゃ＞
♪やまのーやまのーｺﾞﾘｺﾞｰﾙ！やまのーやまのーｺﾞﾘｺﾞｰﾙ！
ﾄﾞﾄﾞﾝ・ﾄﾞﾄﾞﾝ お〜〜〜おー！ﾄﾞﾄﾞﾝ・ﾄﾞﾄﾞﾝ お〜〜〜おー！
♪ま〜しゃのｺﾞｰﾙがみた〜い！(ｲｴｲ)みた〜い（ｲｴｲ）みた〜
い。ま〜しゃのｺﾞｰﾙがみた〜い ｺﾞｰﾙを決めろー！ドン・ドン
ま〜しゃ！ま〜しゃ！ま〜しゃ！ま〜しゃ！（交互にｽｸﾜｯﾄ）
◇ハルビンってどんなチーム？
昨季の戦績は､9勝32敗1分で全8ﾁｰﾑ中7位。日本の各ﾁｰﾑと
はやや力の差があるようにも思われたが､実はﾊﾞｯｸｽと3勝3敗､
ｼｰｽﾞﾝ終盤には王子からも1勝を挙げている。今季は外国人
枠5名というｱﾄﾞﾊﾞﾝﾃｰｼﾞを得て､北欧から選手を補強。ﾚﾍﾞﾙが
上がっていることは間違いない。甘く見てはいけないﾁｰﾑだ。
注目選手は…
・#20 アンドレ・スムルテル(FW) ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ国籍。3G,1Aで、これ
まで(10/6現在)ﾁｰﾑのﾎﾟｲﾝﾄ王。
・#91 ニクラス・ブロームクウ゛ィスト(FW)
ｽｳｪｰﾃﾞﾝ国籍。ｱﾝﾄﾞﾚと並び3G。10/4で19歳になったばかり。
・#68 ステファン・リンデン(FW) ｽｳｪｰﾃﾞﾝ国籍。1G,2A。
・#24 ガオ・レイ(FW) ﾊﾙﾋﾞﾝの反則王。4試合で既にﾗｯﾌｨﾝｸﾞ3
回､ｸﾛｽﾁｪｯｸ2回､ｸﾘｯﾋﾟﾝｸﾞまでやっている。ｹﾞｰﾑﾐｽｺﾝは1回。
・#76 リ・ゴォヤン(FW) ﾊﾙﾋﾞﾝNo.1(?)のｲｹﾒﾝ。ここまで1G。ﾊﾞｲ
ｷﾝｸﾞｽとの開幕戦ではﾗｯﾌｨﾝｸﾞによりｹﾞｰﾑﾐｽｺﾝ。

◇クレインズ戦士コラムシリーズ第1弾
佐藤博史〜秘めたる才能 開花 佐藤博史 です〜

今回のﾆｭｰｽから作成部より注目の選手をｺﾗﾑ風に紹介して
いく。その第 1 弾は佐藤博史！
2001 年江南高校を卒業後、ｽｳｪｰﾃﾞﾝに留学。ﾙｰｷｰ西脇
(#11)とはｸﾚｲﾝｽﾞ Jr 時代から仲良しである。翌年ｸﾚｲﾝｽﾞ入り。
今季で 4 ｼｰｽﾞﾝ目を迎える。昨ｼｰｽﾞﾝのﾘｰｸﾞ中には足のｹｶﾞに
より長期戦線離脱。復帰後はﾌﾟﾚｰｵﾌ準優勝へ大きく貢献した。
父親は丹頂ｱﾘｰﾅ向い側､でｱｲｽﾎｯｹｰ用具専門店「さとうｽﾎﾟｰ
ﾂ（看板はｽｹｰﾄﾊｳｽ）」を営んでおり､元岩倉組の選手で､十條
製紙 7 代目の監督を務めた佐藤道博さん。言わば博史は日本
ｱｲｽﾎｯｹｰ界のｻﾗﾌﾞﾚｯﾄﾞだ！今季は酒井(#21)、匡史(#14) とﾗ
ｲﾝを組み､ｳｲﾝｸﾞで起用される。博史本人から今回のﾊﾙﾋﾞﾝ戦
に対するｺﾒﾝﾄを頂いた。「去年のｹｶﾞした試合が 11/20 のﾊﾙ
ﾋﾞﾝ戦だったので､今回はその借りを返すつもりで挑む」との事。
その恵まれた体格を活かし、優勝へ突っ走れ！博史！
佐藤博史（さとう ひろし）
FW，#19，1983/2/18，181cm，89kg，O 型，ﾚﾌﾄ
愛称ﾋﾛｼ，釧路昭和小→鳥取中→釧路江南高校
◎日本代表 2 回/U20 代表 4 回/U18 代表/ｱｼﾞｱ代表 1 回
◆日本ﾘｰｸﾞ合計 48 試合 12G 8A 20P 12 反則
◆ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ合計 39 試合 9G 19A 28P 28 反則
◇第 4 回ヤキヤキパーチー開催
今年で第4
回目となっ
たﾔｷﾔｷﾊﾟ
〜ﾁ〜が
8/20(土)
に行われ
た。当日
の天気予
報は【雨】
だったにも
関わらずナント､快晴に！気温も急上昇（ﾔｷﾔｷが晴れのｼｰｽﾞ
ﾝはｸﾚは強い）。最高のﾔｷﾔｷ日和となりました。日本製紙ﾛｸﾞ
ﾊｳｽ外にて12時ﾌｪｲｽ ｵﾌ！参加人数も過去最高の70名！ﾁｰ
ﾑも8月20日現在在籍の選手・ｽﾀｯﾌ全員が参加という最高の
形で終了した。この日は高校野球の決勝！みごと駒大も優勝
し夜遅くまで大いに盛り上がったﾔｷﾔｷでした。今ｼｰｽﾞﾝ､駒大
に負けない様ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞV奪還といきましょう！

◇つるっ子の活動に参加してみませんか？
ｸﾚｲﾝｽﾞの応援を先導している【つるっ子ﾏﾆｱ】。自分もつるっ
子の活動に参加したい！でも「目立ち過ぎるのは恥かしいな
〜！」「釧路に住んでいないから出来ないな〜！」そんな、あ
なた！だったら ML からはじめてみませんか？応援を盛り上
げる方法をつるっ子に提案する。「自分だったらこうして欲し
い！」等の意見を言い合う！近くの人は横断幕などの作成に
参加する！希望の方はcranes@horae.dti.ne.jpまで！！
※MLとは今季つるっ子が開設したﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ。常により良い
応援を目指しているつるっ子は､たくさんの人達の意見を参考
にしたい､交流をもちたいと言う願いを持ち開設しました。
◇ハイタッチで GO！CRANES！GO！
今季からﾌｧﾝｻｰﾋﾞｽの一環として試合前の選手入場時､ﾍﾞﾝﾁ
前でﾌｧﾝが ﾊｲﾀｯﾁ で迎えている企画知っていますか？応募
方法は「入口1Fﾛﾋﾞｰ左に各ｱﾄﾗｸｼｮﾝ応募ｺｰﾅｰ（ｼｭｰﾄでﾎﾟﾝ・
記念撮影）に応募用紙が置いてあります。それにに記入し応
募箱へ！練習開始まで応募し､大人2名､子供3名の5名が抽
選で練習中に発表（放送）されます。当選者はｵﾌｨｼｬﾙ席に集
合してくださいね。
◇〜つるマニ企画 第1弾〜
「選手サイン入り写真プレゼント！」
今年からなんとﾘﾝｸに応援にきてくれたﾌｧﾝの方に選手のｻｲﾝ
入り写真をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄするというﾌｧﾝにはたまらなくﾅｲｽな企画が
始まりました〜＾＾。応募方法ですが2連戦の初日に丹頂ﾘﾝｸ2
階ﾛﾋﾞｰのつるっ子ｽﾍﾟｰｽに応募箱を設置しますので名前を書
き「当たりますように！」と祈って入れてください。発表は次の
日､同じ場所へ貼り出します。当選者はつるっ子のところまでき
てね。しかーし､当選しても取りにこなければ無効になっちゃい
ますので気をつけて下さい。さて､気になるのが誰の写真が当
たるのかということではないかな？誰の写真かは当日ﾘﾝｸに
来て見ないと分からない！何枚登場するかもヒ・ミ・ツです！
多数の応募まってまーーす！
◇05-06 つるっ子活動支援金のお願い
俺達つるっ子は現在 10 名（釧路 8 名、美唄 1 名、東京 1 名）
ML 組（9 名）で構成されています。活動はﾎｰﾑ釧路を中心に道
内の応援。釧路ｱﾘｰﾅでのﾋﾟﾘｵﾄﾞ間ｲﾍﾞﾝﾄ「ｼｭｰﾄでﾎﾟﾝ」､このつ
るっ子通信作成＆印刷等など・・応援だけでは留まりません。
これらの活動全て自費とみなさまの活動支援金によりなりたっ
ています。（会社からの援助はありません。従業員個人の援助
はありますが）そこで皆様に今年もお願いです。俺達の活動に
共感し純粋に協力してくれる方、一緒に応援したい！と言う気
持ちの方、協力よろしくお願いします。※支援金の収支報告は
おおざっぱな物しか出来ないと思います（飲み代には使いませ
ん）それでもいいよ！って方の協力を待っています。
1 口 1000 円 郵便振替口座
02730-9-51539(右詰) 加入者名 寺山 博道
口座振替の場合 手数料として７０円かかると思います。
※ﾘﾝｸで直接つるっ子にでもＯＫです。
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