T s u r u k k o N e w s 2 0 0 5 - 2 0 0 6 Vo l . ９
◇1月14日（土）vsﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ3回戦（北京首都体育館）
☆5-2(2-1,2-0,1-1)①G11 A3-20 ②G71 A14-26 ③G26
A71-7 ④G20 A18 ⑤G71 A26-7
苫小牧で王子に連勝し､勢いがまったく衰えないｸﾚｲﾝｽﾞ。環境
の変わる海外遠征でもその破壊力は健在だった。1ﾋﾟﾘ開始
早々､新人王最有力の西脇(#11)がｺﾞｰﾙを決める。8分過ぎに
はﾗｲｱﾝ(#71)が得点王争いに食い込むｺﾞｰﾙを決めると『負け
る気がしない』ｸﾚｲﾝｽﾞが一気に目覚め､ﾃﾞﾚｸ(#26)､ﾀﾞｰｼ(#20)
またまたﾗｲｱﾝが得点を決め5-2でﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽを下した。これに
より、ｸﾚｲﾝｽﾞの3年連続ﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ1位が確定した
◇1月15日（日）vsﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ4回戦（北京首都体育館）
☆5-3(0-0,1-0,4-3)①G14 A26 ②G26 A71-14 ③G19 ④A18
G20-11 ⑤G14 A71
昨日のﾑｰﾄﾞで連勝か。と思いきや､ｽﾛｰな立ち上がり。しかし
均衡を破ったのはｱｼﾞｱ最速の匡史(#14)。2ﾋﾟﾘ13分にｺﾞｰﾙを
決め、得点王争いに虎視眈々。その後ﾃﾞﾚｸ(#26)､博史(#19)が
ｺﾞｰﾙを決めるもﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽは北欧の意地か再三同点に追いつ
きｸﾚｲﾝｽﾞはなかなか突き放せない。残り2分、延長か・・・と思
われたそのとき、昨季得点王のま〜しゃ(#18)が値千金のｺﾞｰﾙ
を決める。ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽは6人攻撃の勝負に出たが匡史が本日2
ｺﾞｰﾙ目となるｴﾝﾌﾟﾃｨをきっちり決めｹﾞｰﾑｾｯﾄ。環境の変わる
中でも安定した力を見せつけたｸﾚｲﾝｽﾞ。残り2試合、きっちり
白星を取ってくれ!!
◇1月21日（土） vsｱﾆｬﾝ・ﾊﾙﾗ3回戦（釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆5-0(2-0,1-0,2-0) ①G14 A26-7 ②G26 A7-71 ③G71 A3-7
④G3 A34 ⑤G20 A11-23
すでにﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ1位を決めていたｸﾚｲﾝｽﾞ。最終戦はﾎｰﾑ釧
路。対戦相手のﾊﾙﾗには得点ﾗﾝｷﾝｸﾞ1位のｿﾝ・ﾄﾞﾝ・ﾌｧﾝ(#96)､
ｱｼｽﾄﾗﾝｷﾝｸﾞで1位ﾃﾞﾚｸに迫るﾏﾙﾁﾈｯﾂ(#43)が！この2人には
活躍させるわけにはいかない！まず先制は7分匡史(#14)がｸﾚ
ｲﾝｽﾞお得意のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰｺﾞｰﾙ。続く9分にはｷﾙﾌﾟﾚｰのﾋﾟﾝﾁに
最強ｵﾀｽｹﾏﾝ！ﾃﾞﾚｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ(#26)がｺﾞｰﾙ。2Pに入りﾗｲｱﾝ(#71)
が！3Pには賢吾(#3)､ﾀﾞｰｼ(#20)が追加点を。守っては守護神
次郎(#30)が完封し見事勝利をおさめた。
◇1月22日（日） vsｱﾆｬﾝ・ﾊﾙﾗ4回戦（釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ）
☆ 3-2(1-1,1-0,0-1,1-0) ① G14 A71-23 ② G14 A23-26 ③
G11A20-3
続く2戦目の先制はここに来て絶好調の匡史(#14)がまたもや
ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰｺﾞｰﾙ！同点にされたものの、2P、またもや匡史が再
三のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰｺﾞｰﾙで2-1。これで匡史がｿﾝ・ﾄﾞﾝ・ﾌｧﾝ(#96)と並
び29得点でﾗﾝｷﾝｸﾞ1位へ！しかし粘るﾊﾙﾗは3Pに同点に。勝
負はｵｰﾊﾞｰﾀｲﾑへ。ﾙｰﾙにより4人対4人で戦うｵｰﾊﾞｰﾀｲﾑ。こ
の時点で勝負はあ
っ た 。 1SET ､ 2SET
引けを取らないｸﾚ
ｲﾝｽﾞは2SETのﾏｯﾁ
ｱｯﾌﾟを利用した。そ
して決めたのはｺﾞｰ
ﾙ ﾃﾞﾝﾙｰｷｰ西脇
(#11)。今季のﾚｷﾞｭ
ﾗｰﾘｰｸﾞは西脇で始
ま り西 脇 で 終 わ っ
た。この勢いでﾌﾟﾚ
ｰｵﾌも大暴れしてｸ
ﾚ。

◇「ﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ全日程終了！！」
2/1 でﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ全日程を終了。順位は我等がｸﾚｲﾝｽﾞがｱｼﾞ
ｱﾘｰｸﾞ発足から連続のﾘｰｸﾞ１位､2 位は後半から調子を上げた
ﾊﾙﾗ､3 位はｺｸﾄﾞ､4 位王子､5 位ﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽ､6 位ﾊﾞｯｸｽ､7 位ｶﾝｳ
ｫﾝ､8 位ﾊﾙﾋﾞﾝ､9 位ﾁﾁﾊﾙという結果になった。
ｸﾚｲﾝｽﾞはﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ 38 試合で得点 240（1 試合平均 6.3 点）
失点 66（1 試合平均 1.7 点）と爆発的な攻撃力に加え、安定し
た堅い守りで 32 勝（2OT 勝ちを含む）5 敗 1 引き分けという見
事な成績で全ﾁｰﾑから勝ち越した。
○個人成績
−得点−
１位 ｿﾝ･ﾄﾞﾝﾌｧﾝ(ﾊﾙﾗ) 31 得点
２位 佐藤 匡史
29 得点
３位 西脇 雅仁
28 得点
３位 ﾃﾞﾚｸ･ﾌﾟﾗﾝﾄ
28 得点
５位 伊藤 雅俊
27 得点
５位 桑原ﾗｲｱﾝ春男 27 得点
−アシスト−
１位 ﾃﾞﾚｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ
47A
２位 ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾏﾙﾃｨﾈｸ(ﾊﾙﾗ) 44A
３位 伊藤 賢吾
42A
４位 伊藤 雅俊
36A
４位 ダーシ・ミタニ
36A
−ポイント−
１位 ﾃﾞﾚｸ・ﾌﾟﾗﾝﾄ
75P
２位 ﾊﾟﾄﾘｯｸ・ﾏﾙﾃｨﾈｸ(ﾊﾙﾗ) 65P
３位 伊藤 雅俊
63P
４位 ｿﾝ･ﾄﾞﾝﾌｧﾝ(ﾊﾙﾗ)
62P
５位 ダーシ・ミタニ
61P

◇2月11日（土） 日本vsﾄﾞｲﾂ（長野ﾋﾞｯｸﾊｯﾄ）
ﾋﾞｯｸﾊｯﾄで行われた長野 CUP。全日本代表ﾁｰﾑにｸﾚｲﾝｽﾞから
は、賢吾（#3）､ﾋﾃﾞ（#23）､ま〜しゃ（#18）､西脇（#11）の 4 人が
選ばれた。初日の試合は､ﾄﾞｲﾂと 2−2 のﾄﾞﾛｰ。今回の試合は、
ﾙｰﾙ改正があり試合開始後の 6 分間にﾍﾟﾅﾙﾃｨが 3 つ。ほとん
どがﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ状態。壁際の当たり
も少なくなった分､走れる選手には
有利??かも。ｸﾚｲﾝｽﾞ戦士達の活
躍は、賢吾とま〜しゃが W ｱｼｽﾄ。
試合中もﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰのﾁｬﾝｽでは、ｸ
ﾚｲﾝｽﾞの選手を集めたｽﾍﾟｼｬﾙｾｯﾄ
に変更したりと 4 人は大活躍。そ
の勢いをﾌﾟﾚｰｵﾌにも繋げて欲しい。
試合後、賢吾ｷｬﾌﾟﾃﾝにﾌﾟﾚｰｵﾌへ
の意気込みを聞いてみた。
賢吾【ﾌﾟﾚｰｵﾌは勝ちたいと思います】→思いますとは・・弱気で
すね？
賢吾【勝ちます！優勝します!!】→力強いｷｬﾌﾟﾃﾝの優勝宣言が
あった。（んっ??ｲﾝﾀﾋﾞｭｰは無理やりか??いや、そんなことはな
い！）ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝにとっては、心強い言葉で、5th set の私たち
も優勝を信じて、熱い声援で選手たちを後押ししよう!!
◇2月12日（日） 日本vsﾃﾞﾝﾏｰｸ（長野ﾋﾞｯｸﾊｯﾄ）
長野CUPも最終日。今日の相手は宿敵ﾃﾞﾝﾏｰｸ。ｿﾙﾄﾚｰｸもﾄﾘ
ﾉも、日本の前にはいつもﾃﾞﾝﾏｰｸが立ちふさがり、五輪出場に
はならなかった。今日は、その鬱憤をすっきり晴らしてもらわね
ば！！だが、1ﾋﾟﾘ､日本のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ中､逆に1点を取られてし
まう。そして、2ﾋﾟﾘも開始早々2点目を失う。嫌な展開・・・だが､
それを打開したのは､ﾙｰｷｰ西脇（#11）。1点を返し反撃の狼煙
を上げ､3ﾋﾟﾘで逆転。日本は見事3-2で勝利を収め、長野CUP2

連覇を成した。昨日同様ﾍﾟﾅﾙﾃｨの多い試合となり試合終了15
秒前には､賢吾(#3)と西脇がﾐｽｺﾝでﾍﾟﾅ箱入りとはなったが…
ﾃﾞﾝﾏｰｸ選手に負けてはいなかった！！ということで、ﾌﾟﾚｰｵﾌ
には冷静に､力強く、まずは王子を退けて欲しい！！
◇第73回全日本選手権 札幌真駒内ｱｲｽｱﾘｰﾅ
3月3日（金） vsｻｰﾊﾟｽ穴吹
☆17-1（5-0,8-0,1-1)
いよいよ勝負の月がやってきた。ﾌﾟﾚｰｵﾌ前にどうしても1冠を
取りたい。ｱｼﾞｱ１になる前に日本1に！公式戦から遠ざかり心
配されていたｸﾚｲﾝｽﾞだがそんな心配をよそに｢JｱｲｽWEST初
代王者ｻｰﾊﾟｽ穴吹（香川）｣を17対1の大差で破った。
3月4日（土） 準決勝 vsｺｸﾄﾞ
☆3-2（0-1,2-1,0-0,1-0）①G34 A11②G71 A14-26③G26A3-7
日本一を狙うｸﾚｲﾝｽﾞに立ちはだかるのは宿敵ｺｸﾄﾞ。過去何度
も優勝を阻んできた相手だがもう今までのｸﾚｲﾝｽﾞとは違う。1
ﾋﾟﾘ先制されるも2ﾋﾟﾘに入り原武(#34)が押し込み同点。続くﾗｲ
ｱﾝ(#71)が逆転ｺﾞｰﾙ。その後一進一退の攻防が続きｵｰﾊﾞｰﾀｲ
ﾑへ。開始早々ﾍﾟﾅﾙﾃｨを取られ4人対3人のｷﾙﾌﾟﾚｰ（ﾙｰﾙによ
りOTは4人対4人）。しかしそれを乗り越え運命の8分29秒。GK
の動きが見えたと言うﾃﾞﾚｸ(#26)。見事股下を抜き決勝点。ｸﾚｲ
ﾝｽﾞの1SETの破壊力が証明された準決勝だった。
3月5日(日) 決勝 vs王子製紙
☆6-4(0-1,4-1,2-2)①G34 A18-3②G14 A26③G14 A26④G14
A26⑤G71 A14⑥G20 A71-30
今年の全日本選手権は去年と同じ顔ぶれ､日本製紙ｸﾚｲﾝｽﾞ
ｖｓ王子製紙。この2ﾁｰﾑは共に製紙会社でﾗｲﾊﾞﾙ同士。ｸﾚｲﾝ
ｽﾞは昨年の選手権の借りを､王子は昨年のﾌﾟﾚｰｵﾌｾﾐﾌｧｲﾅﾙ
の借りを返すべくｱﾂい戦いが始まった。先手を奪いたいｸﾚｲﾝ
ｽﾞであったが開始51秒､王子にｺﾞｰﾙを決められ追う展開に。再
三のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰも王子の壁に阻まれ､１ﾋﾟﾘ終了時は0-1。だが､
今季は勢いが違う。2ﾋﾟﾘ4分過ぎ､ま〜しゃ(#18)のｼｭｰﾄを男・
原武(#34)が角度を変え同点。その後王子にﾘｰﾄﾞを許すもｱｼﾞ
ｱﾘｰｸﾞ得点ﾗﾝｷﾝｸﾞ2位の匡史(#14)が9分間でﾊｯﾄﾄﾘｯｸを達成し
2ﾋﾟﾘ終了時には4-2と王子に2点差をつけた。さぁ､応援席では
紙ﾃｰﾌﾟの準備を仕出し､いよいよ最後の20分へ… 3ﾋﾟﾘ王子
がｺﾞｰﾙを決め１点
差､脳裏に焼きつく
のは追いつかれる
ｸﾚｲﾝｽﾞの姿か…
否､ﾄﾞﾚｯﾄﾞﾍｱｰの頼
れる男ﾗｲｱﾝ(#71)
がそれを一気に振
り払った。3ﾋﾟﾘ14分
半ばにﾀﾞｽﾃｨｰとの
1対1を決め、ｾﾐﾌｧｲﾅﾙの再現を観客に見せつける。17分過ぎ
からﾀﾞｽﾃｨｰをあげ6人攻撃で攻める王子､次郎(#30)を中心に
必死に守るｸﾚｲﾝｽﾞ。19分過ぎ､ｷｬﾗｰが決め１点差。だが､王
子の反撃もここまで。ﾀﾞｰｼ(#20)がｴﾝﾌﾟﾃｨｺﾞｰﾙを冷静に決め､
後は20:00の表示を待つのみ。10秒前からｶｳﾝﾄﾀﾞｳﾝが始まり、
20:00になった瞬間､紙ﾃｰﾌﾟが舞い、ｸﾚｲﾝｽﾞ選手・ｻﾎﾟｰﾀｰの歓
喜の声が真駒内ｱﾘｰﾅに響き渡った。ｸﾚｲﾝｽﾞは前身の十条製
紙時代を含め創
部58年目にして
悲願の初優勝。
また、最優秀選
手賞には今大会
だけでなくｱｼﾞｱﾘ
ｰｸﾞでも絶好調の
佐藤匡史が選ば
れた。

◇優勝へ向け結束を高めよ！
昨季ｾﾐﾌｧｲﾅﾙを超えたものの後一歩のところで敗退したｸﾚｲﾝ
ｽﾞ。ﾌｧｲﾅﾙという決勝ﾗｳﾝﾄﾞに勝ち進んだが俺達は本当にﾁｰﾑ
を後押しできただろうか・・・。今季ｸﾚｲﾝｽﾞは圧倒的強さでﾚｷﾞｭ
ﾗｰﾘｰｸﾞを勝ち上がった。それは昨季まで足りなかった結束力
が少しずつまとまりかけ、全国どこに行ってもｻﾎﾟｰﾀｰの力強
い後押しがあったからだろう。これから始まるﾌﾟﾚｰｵﾌ。更なる
結束が必要だ。声を出す者、じっと勝利を信じる者、道内、道
外すべてのｻﾎﾟｰﾀｰの結束が。「We are the 5th set of the
CRANES」俺達はｸﾚｲﾝｽﾞの5つ目のｾｯﾄだ！という思いを込め
ﾏﾌﾗｰを製作することにした。つるっ子で配信しているﾒｰﾘﾝｸﾞﾘ
ｽﾄやHPなどで告知し370本の注文があった。このﾏﾌﾗｰを握り
締め！掲げ！ｸﾚｲﾝｽﾞを優勝へ導く。ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ2005-2006。必
ずｸﾚｲﾝｽﾞは栄光を手にするだろう。夢を勝ち取るだろう。この
ﾏﾌﾗｰに入っている「Win The Dream!!」の言葉どおりに・・・。
◇プレーオフは俺達についてきてくれ！
今季もつるっ子､そして新たに結成されたつるっ子をｻﾎﾟｰﾄして
くれるML組の方たちと力を合わせ､このﾌﾟﾚｰｵﾌに備えてきた。
約3000枚のﾒｯｾｰｼﾞ入りの短冊を貼りあわせた横断幕はﾍﾞﾝﾁ
裏へ。各選手の名前が入ったのぼりはﾘﾝｸを半周を埋める。
黒いﾋﾞﾆｰﾙ袋で応援席半周が黒く染まったﾘﾝｸはﾁｰﾑに力を､
相手を威圧する。選手入場時には約30万枚用意した紙吹雪
が舞い､勇気を与えるだろう。あとはみんなの力が必要だ。こ
のﾌﾟﾚｰｵﾌも｢気合棒｣を使い応援して欲しい。気合棒は黒く染
める最大の武器。敵を圧倒する音を鳴らしﾁｰﾑを後押しして欲
しい。残るは魂の入った声・・。それがあれば十分だ。ﾁｰﾑの
夢は俺達の夢。今こそ勝ち取ろう！力あわせて！
◇セミファイナル・ファイナルについて
ﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞを1位と言う見事な成績で通過したｸﾚｲﾝｽﾞ！ﾌﾟﾚｰ
ｵﾌはｼｰﾄﾞﾁｰﾑとしてｾﾐﾌｧｲﾅﾙからの出場。ｾﾐﾌｧｲﾅﾙの対戦
相手は王子製紙。王子製紙はﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞを4位で通過。同じ
く5位で通過したﾉﾙﾃﾞｨｯｸﾊﾞｲｷﾝｸﾞｽとﾌｧｰｽﾄﾗｳﾝﾄﾞで対戦し、4
戦目でｾﾐﾌｧｲﾅﾙ出場の切符を掴み取った。このｾﾐﾌｧｲﾅﾙだ
が3月9・11・12・14・15日の日程で行われる。ﾌﾟﾚｰｵﾌは、各ﾗｳ
ﾝﾄﾞ5回戦制。一方のﾁｰﾑが3戦先勝した時点でそのﾗｳﾝﾄﾞは終
了。各ﾗｳﾝﾄﾞ第4戦、第5戦は開催されない場合がある。第1・2・
3戦は ここ釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ、第4・5戦に縺れ込んだ場合は王子
製紙のﾎｰﾑｱﾘｰﾅといった具合で試合が繰り広げられる。勿論、
我がｸﾚｲﾝｽﾞはｾﾐﾌｧｲﾅﾙ・ﾌｧｲﾅﾙとも地元釧路で3連勝し 悲願
の優勝だ!!!ﾌｧｲﾅﾙの試合日程：3月18・19・21・25・26日
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