T s u r u k k o N e w s 2 0 0 5 - 2 0 0 6 Vo l . ８
◇12月17日（土）vsコクド 4回戦（釧路アイスアリーナ）
☆6-3(2-0,2-1,2-2) ①G3A14-71 ②G18A3-20 ③G3 ④
G14A71-26 ⑤G71A3 ⑥G11A3-20
久しぶりに我がﾎｰﾑ聖地釧路へ帰ってきたｸﾚｲﾝｽﾞ。対する相
手はﾊﾟｰﾋﾟｯｸ、内山を欠き元気のないｺｸﾄﾞだがここでﾘｰｸﾞ1位
争いから引きずり降ろしたい。この試合から恒例の赤いｸﾘｽﾏ
ｽｼﾞｬｰｼﾞで登場したｸﾚｲﾝｽﾞは1Pに賢吾（#3）､ま〜しゃ(#18)が
得点をあげる。ｺｸﾄﾞに1点を取られ流れが変わりかけたが、さ
すがはｷｬﾌﾟﾃﾝ賢吾。自陣から1人で持ち込みｺﾞｰﾙ！その後､
絶好調匡史
もｺﾞｰﾙを上げ
るなどしｺｸﾄﾞ
を突き放し大
事な一戦を勝
利した。もち
ろんﾋｰﾛｰｲﾝ
ﾀﾋﾞｭｰは2ｺﾞｰ
ﾙ2ｱｼｽﾄの賢
吾でした。
◇12月18日（日）vsコクド 5回戦（釧路アイスアリーナ）
☆5-0(0-0,3-0,2-0) ①G71A23-7 ②G3A18-11 ③G26A71
④G18A20 ⑤G3A2
続く2戦目。さすがに負けられないｺｸﾄﾞは試合開始早々から早
い攻撃でｸﾚｲﾝｽﾞｺﾞｰﾙに襲い掛かるが､今のｸﾚｲﾝｽﾞは「負ける
気がしない！」守護神次郎を中心としたDFがｺﾞｰﾙを許さない。
ｷﾙﾌﾟﾚｰのﾋﾟﾝﾁにも友二朗(#72)の体を張った捨て身のｽﾗｲﾃﾞｨ
ﾝｸﾞで阻止。そして2P我慢していたｸﾚｲﾝｽﾞにﾁｬﾝｽが！ﾊﾟﾜｰﾌﾟ
ﾚｰにﾗｲｱﾝ(#71)がそ
の後､昨日に引き続
き賢吾がｺﾞｰﾙ。3Pに
入っても手を休めな
いｸﾚｲﾝｽﾞは着実に
点を重ね終わってみ
れば5-0の完封勝
利！次郎は今季4度
目でありﾌﾟﾚｰｵﾌに向
け神になりつつある。
ｸﾚｲﾝｽﾞは連勝を11と
伸ばしまさに「負ける
気がしねぇ！」
◇12月24日（土）vsｱｲｽﾊﾞｯｸｽ 4回戦（真駒内ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆4-2(1-1,2-1,1-0)①G20A11-18 ②G3③G34A3-21④
G3A7-20
国内ﾁｰﾑ集結戦第3弾は札幌真駒内ｱｲｽｱﾘｰﾅで開催された。
数年ぶりに開催場所に選ばれた真駒内ｱｲｽｱﾘｰﾅは今季ｵｰﾙ
ｽﾀｰｹﾞｰﾑが開催され
ない事もあってか豪
華なｸﾘｽﾏｽｲﾙﾐﾈｰｼｮ
ﾝに包まれた。会場の
電気が落ちるとｽﾎﾟｯﾄ
を浴びながら 語り
べ こと加藤じろうさ
んの紹介で各選手が
登場。

その1戦目としてｸﾚｲﾝｽﾞとｱｲｽﾊﾞｯｸｽが戦った。この日は頼れ
る助っ人ﾃﾞﾚｸが足に違和感を感じ欠場。しかし負ける気がしな
い今のｸﾚｲﾝｽﾞ。先日のｺｸﾄﾞ戦のﾋｰﾛｰ賢吾(#3)が2得点の活
躍で4-2とﾊﾞｯｸｽを下した。
◇12月25日（日）vsコクド 6回戦（真駒内ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
★3-4(1-1,0-2,2-1)①G14A26-34 ②G14G26-3 ③G20A26
ｸﾘｽﾏｽｹﾞｰﾑ2戦はｺｸﾄﾞ
との最終戦。すでに4勝
1分とｺｸﾄﾞ相手に圧倒
的な強さのｸﾚｲﾝｽﾞ。今
日はﾃﾞﾚｸも出場し､万
全体制。先制点はやは
りｸﾚｲﾝｽﾞ。自己新のｺﾞ
ｰﾙ数を更新中の匡史
(#14)が､とうとう得点王
争いの一角に名を連ね
た。しかしその後立て続けに得点され1-4に。その後も反則やﾐ
ｽｺﾝが続き苦しい展開。しかし選手もｻﾎﾟｰﾀｰも諦めていなか
った。再三のｷﾙﾌﾟﾚｰをしのぎ勝利を信じていた。そして3P終
盤のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ！流れが来た。ここで決めたのはまたしても匡
史！そして残り2分､ﾀﾞｰｼ(#20)が決め1点差に追い上げるが・・。
試合には負けたが､勝利への執念が見えた大きな１戦だった。
◇12月27日(火)vsｱｲｽﾊﾞｯｸｽ５回戦(釧路アイスアリーナ)
☆5-1(2-0,2-1,1-0) ①G14A71-19 ②G20A3-11 ③G71A3
④G11A20 ⑤G18A20-11
札幌集結戦から2日しかたたずﾊｰﾄﾞな戦いの両ﾁｰﾑ。しかもｸ
ﾚｲﾝｽﾞは雪の為JRが動かずﾊﾞｽで帰釧。疲れが心配される中
試合が始まった。が､そんな心配をよそにｸﾚｲﾝｽﾞ御得意のｺﾞｰ
ﾙﾗｯｼｭが始まる。絶好
調の匡史(#14)が決め
るとﾀﾞｰｼ(#20)､ﾗｲｱﾝ
(#71)が決める。西脇
(#11)が得点王争いか
ら一歩抜けるとま〜し
ゃ(#18)も追いつく。ﾊｲﾚ
ﾍﾞﾙな争いに気を取ら
れ､気づけば5-1で勝利。
少失点で勝つｸﾚｲﾝｽﾞﾎ
ｯｹｰも徹底され今や死
角は無い。
◇12月28日(水) vsｱｲｽﾊﾞｯｸｽ 6回戦(釧路アイスアリーナ)
☆9-1(3-0,2-0,4-1) ①G71A14-23 ②G3A14-71 ③G14 ④
G2A72-27 ⑤G11A23-34 ⑥G18A11-23 ⑦G10A21-42 ⑧
G71A14 ⑨G71A14-7
この日でｸﾘｽﾏｽｼﾞｬｰｼﾞでの試合が最後となったｸﾚｲﾝｽﾞ。約
1400人の観客の前で今日も得点王争いに火がついた。ﾊﾙﾗ
ｿﾝ・ﾄﾞﾝ・ﾌｧﾝを引き離したい西脇(#11)､ま〜しゃ(#18)がｺﾞｰﾙす
ると密かに得点王を狙っているﾗｲｱﾝ(#71)が試合終了1秒前の
ｺﾞｰﾙを含めﾊｯﾄﾄﾘｯｸ達成。しかしｸﾚｲﾝｽﾞはそれだけではない。
今季竹内(#32)の怪我により一時的にFWにｺﾝﾊﾞｰﾄされている
岸部(#2)が見事ｺﾞｰﾙ。あのﾊﾞｯｸﾊﾝﾄﾞｼｭｰﾄはまさにFW！しかし
この日､ﾋｰﾛｰに選ばれた岸部は｢僕はDFです。ﾌﾟﾚｰｵﾌではDF
で！｣とｱﾋﾟｰﾙ。そして試合終了後に恒例のｸﾘｽﾏｽｼﾞｬｰｼﾞ抽選
会が行われた。選手の汗が染み込んだﾕﾆﾎｰﾑが当たるかど
うか！会場内は歓声とため息が交じり､盛り上がった。

◇1月6日（金）vs王子5回戦（苫小牧白鳥アリーナ）
☆6-3(2-1,2-2,2-0) ①G20A7-18 ②G20A18-3 ③G71 ④
G26A18-30 ⑤G26A14⑥G20A18-11
昨年のｾﾐﾌｧｲﾅﾙの記憶が甦るここ苫小牧で王子との2連戦。
ﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ首位通過を目指しているｸﾚｲﾝｽﾞとしては負けられ
ない相手！我がｸﾚｲﾝｽﾞは果敢にｺﾞｰﾙを攻め､開始早々5分に
ﾀﾞｰｼ(#20)が先制！しかし､王子も黙っていない。早いﾁｪｯｸで
同点にされる。だが､14分PP（ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ）に絶好調ﾀﾞｰｼ(#20)
が決め2点目。そして､ﾗ
ｲｱﾝ(#71)がﾂｰﾒﾝｱﾄﾞﾊﾞ
ﾝﾃｰｼﾞで3点目。この日
の目玉､守護神次郎
(#30)からｱﾀｯｷﾝｸﾞｿﾞｰﾝ
のﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ付近で待っ
ていたま〜しゃ(#18)に
ﾊﾟｽ。そして､ﾁｪﾝｼﾞして
きたﾃﾞﾚｸヘつなぎｼｭｰﾄ。
次郎(#30)の今季2度目
のｱｼｽﾄでｸﾚｲﾝｽﾞの応
援席が盛り上がる。そ
して､ﾀﾞｰｼ(#20)のﾊｯﾄﾄﾘ
ｯｸで勝利を飾った。
◇1月7日（土）vs王子6回戦（苫小牧白鳥アリーナ）
☆4-2(1-0,3-2,0-0)
①G23A20-7 ②G11A18-20 ③G18A3-34 ④G26A71-11
前日は外国人の活躍が
目立った試合となったが､
今日の先制点は誕生日
を迎えたばかりの大澤
(#23)。ﾌｪｲｽｵﾌからﾊﾟｯｸ
を受けｽﾗｯﾌﾟｼｭｰﾄで1点
目。王子の先発GKは荻
野。（ﾀﾞｽﾃｨは12月24日ｺ
ｸﾄﾞ戦で痛めた指を大事
を取って欠場） その荻
野に襲い掛かる攻撃陣。
2点目西脇(#11)が決め
れば､3点目ｴｰｽま〜しゃ
(#18)が負けじとｺﾞｰﾙ。とどめはﾗｲｱﾝ(#71)のﾊﾟｽを受けたﾃﾞﾚｸ
(#26)が4点目。匡史(#14)や原武(#34)が乱闘となるｼｰﾝもあっ
たが､今ｼｰｽﾞﾝ王子に勝ち越しを決めたｸﾚｲﾝｽﾞ。ﾌﾟﾚｰｵﾌに向
けて前進するのみ。
◇タイトル争いは誰の手に？
ｸﾚｲﾝｽﾞがﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ1位通過を決め､残すは全日本・ﾌﾟﾚｰｵﾌ
のみ。と思いきやまだまだ楽しみはあります。個人ﾀｲﾄﾙ争いも
ｸﾚｲﾝｽﾞ陣が大活躍。まずはｺﾞｰﾙﾗﾝｷﾝｸﾞ。1位はﾊﾙﾗのｿﾝ・ﾄﾞ
ﾝ・ﾌｧﾝで29Gだが､ここからがすごい。2ﾎﾟｲﾝﾄ差の2位は昨季
の得点王ま〜しゃ､超大物ﾙｰｷｰ西脇､最強助っ人ﾃﾞﾚｸだ。3ﾎﾟ
ｲﾝﾄ差の5位には匡史､ﾗｲｱﾝがいる。さらに24Gで7位がﾀﾞｰｼだ。
ｸﾚｲﾝｽﾞの1・2ｾｯﾄFW陣が2〜7位を独占､1位を狙える位置にい
る。誰が得点王に輝くだろうか。最終戦はｿﾝ・ﾄﾞﾝ・ﾌｧﾝ率いるﾊ
ﾙﾗだが､守護神次郎､央､DF陣よ！ｿﾝ・ﾄﾞﾝ・ﾌｧﾝからｺﾞｰﾙを守
ってくれ！次にｱｼｽﾄﾗﾝｷﾝｸﾞだが､１位ﾃﾞﾚｸ45A､2位賢吾40A､3
位ﾏﾙﾁﾈｯﾂ（ﾊﾙﾗ）39Aとなっている。ｷｬﾌﾟﾃﾝ賢吾はｼﾞｮｰ以来
のDFでのｱｼｽﾄ王に輝けるか注目だ。最後にﾎﾟｲﾝﾄﾗﾝｷﾝｸﾞだ
が､１位ﾃﾞﾚｸ72p､2位ま〜しゃ63p、3位ﾀﾞｰｼ59pとまたまたｸﾚｲﾝ
ｽﾞが独占。これはﾃﾞﾚｸで堅そうだ。更に新人王！これは西脇
が最有力候補。ﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ1位通過､ﾀｲﾄﾙ総なめ､そして全日
本選手権､ﾌﾟﾚｰｵﾌへと駆け上がれ!!

◇第73回 全日本選手権
第73回全日本ｱｲｽﾎｯｹｰ選手権大会が2月28日（火）〜3月5日
（日）まで行われる。今大会の開催地は札幌！札幌月寒体育
館、真駒内屋内競技場を舞台に試合が繰り広げられる。ｱｼﾞｱ
ﾘｰｸﾞからはｸﾚｲﾝｽﾞをはじめｺｸﾄﾞ､王子､ｱｲｽﾊﾞｯｸｽの4ﾁｰﾑが出
場。他に日本学生氷上競技選手権大会上位４ﾁｰﾑ､全国各ﾌﾞ
ﾛｯｸの予選を勝ち抜いた社会人ﾁｰﾑなどが出場し､地元釧路
の釧路厚生社IHCを筆頭に札幌ﾎﾟﾗﾘｽなどのﾁｰﾑが出場する。
我らｸﾚｲﾝｽﾞは初の全日本選手権制覇で1冠を獲りﾌﾟﾚｰｵﾌに
勢いをつけたい!!組み合わせ抽選が2月4日（土）。我がｸﾚｲﾝｽﾞ
の登場はﾍﾞｽﾄ8からでたぶん3月3日からとなりそうだ。
◇つるマニ企画第6弾 〜日系人3選手をGETだぴょん☆〜
とうとうﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ最終戦となりました。ｸﾚｲﾝｽﾞは見事ﾚｷﾞｭﾗ
ｰﾘｰｸﾞ1位で通過というすばらしい成績です！ﾌｧﾝの皆さん熱
い×2応援ありがとうございます。今回はﾌｧﾝの皆さんに感謝
の気持ちをこめ､日系人3選手の写真をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄします。気にな
る選手ですがﾎﾟｲﾝﾄｹﾞｯﾀｰ｢ﾀﾞｰｼ･ﾐﾀﾆ｣ ﾄﾞﾚｯﾄﾞﾍｱｰの戦士｢桑
原ﾗｲｱﾝ春男｣ 守護神｢二瓶次郎｣の3選手。応募方法は前回
同様つるっ子ﾌﾞｰｽに応募箱を設置しますので､ほしい選手のと
ころに丸をつけ､名前を書き入れてください。発表は次の日､同
じ場所へ貼り出します。当選者はつるっ子まで来て下さい。た
だし当選しても取りに来なければ無効になりますので気をつけ
てね！さぁ､最終戦､気合を入れて応援し，写真をGETしよう！
◇戦国時代！ 王座奪還せよ！
いよいよ待ち望んでいた最終決戦ﾌﾟﾚｰｵﾌが始まる。ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ
としては3年連続のﾘｰｸﾞ1位を決めたｸﾚｲﾝｽﾞの登場は3月9日ｾ
ﾐﾌｧｲﾅﾙ。もちろん合戦の場はﾎｰﾑ釧路。今季も昨季同様､俺
達つるっ子はﾃｰﾏを戦国時代とし王座奪還に向け､着々と気
持ちを高め準備をしている。会場をﾁｰﾑｶﾗｰの黒に染め､魂の
こもった声と気合棒の音でﾁｰﾑの一員として！5th SETとして
戦う！その作戦会議や製作作業を2月に入り行うが､もしも5th
SETの一員として戦いたい者がいれば連絡を欲しい。誰でも大
歓迎だ。ﾁｰﾑの為に！夢をつかむ為､共に戦おう！戦いの後
にはきっとﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝ2連覇も実現するだろう・・。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
〇ﾌｧｰｽﾄﾗｳﾝﾄﾞ 2月16,18,19,21,22日〔3位ｖｓ6位、4位vs5位〕
〇ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ 3月9,11,12,14,15日
〔ｸﾚｲﾝｽﾞvs4位・5位勝者、2位vs3位・6位勝者〕
〇ﾌｧｲﾅﾙ 3月18,19,21,25,26日〔ｸﾚｲﾝｽﾞvs2・3・6位勝者〕
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
◇プレーオフはメルマガを要チェック！
現在購読者300人を超えた「居酒屋つるっ子」ことつるっ子から
配信されるﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ。すでに知っていると思うが試合結果は
もちろんのこと時には途中経過も流される。またｸﾚｲﾝｽﾞのｲﾍﾞ
ﾝﾄ情報もいち早く知ることができる。そこで！これから始まるﾌﾟ
ﾚｰｵﾌの応援や作戦について､このﾒﾙﾏｶﾞを使いみんなに伝え
ていく。2月末までの期間ﾒﾙﾏｶﾞを要ﾁｪｯｸだ！
〇ﾒﾙﾏｶﾞ（携帯登録用） http://mini.mag2.com/
上部URLから｢ﾐﾆまぐ｣にｱｸｾｽ。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。
（購読登録料無料。ﾊﾟｹｯﾄ通信代のみ掛かります。）
つるっ子通信 2005-2006 Vol．８（発行 06.01.21）
作成〔つるっ子＆つるっ子 ML 組〕
◆連絡先 〒084-0905 釧路市鳥取南 2 丁目 1 番 47 号
日本製紙 釧路工場 工務部保全課 寺山博道
TEL 0154-52-7619
E ﾒｰﾙ cranes@horae.dti.ne.jp
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
ﾒﾙﾏｶﾞ「居酒屋つるっ子」 http://mini.mag2.com/

