◆9 月 23 日（土）vs 西武ﾌﾟﾘﾝｽﾗﾋﾞｯﾂ 1 回戦
★1-3（0-1,1-1,0-1） ①G26 A71.11
ついに やっ
てきた。待
ちに待った
この日､ｱｼﾞ
ｱﾘｰｸﾞの開
幕だ！昨季
同様､東伏
見（今季よ
りｻﾝﾄﾘｰ⇒
ﾀﾞｲﾄﾞｰﾄﾞﾘﾝｺ
ｱｲｽｱﾘｰﾅに名称変更しました。）に国内 4 ﾁｰﾑが集結し､熱
戦を繰り広げた。またﾘﾝｸの外では､東伏見ではお馴染みと
なった「屋台村」がｵｰﾌﾟﾝ。その他にもｼｭｰﾄ体験や､先着 200
名の女性・子供にぬいぐるみがﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ､入場時に選手とのﾊ
ｲﾀｯﾁができるなど､数々のｲﾍﾞﾝﾄが開催され盛り上がりを見
せた。ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｹﾞｰﾑの第 1 試合が､我らがｸﾚｲﾝｽﾞ vs 西武ﾌﾟ
ﾘﾝｽﾗﾋﾞｯﾂ（以下西武）。場内が暗くなり、ｽﾎﾟｯﾄﾗｲﾄと歓声を浴
びながらの選手入場！ｷｬﾌﾟﾃﾝ賢吾の挨拶などがあり､試合
開始となった。試合は、1 ﾋﾟﾘ 12:56 先制点を西武に奪われ､西
武ﾍﾟｰｽとなる。2 ﾋﾟﾘ 5:24 にﾃﾞﾚｸ(#26)のｺﾞｰﾙで同点に追いつ
き､盛り上がりを見せるものの､2 分後には西武に追加点を許
してしまい､ｸﾚｲﾝｽﾞは波に乗ることができない。ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰのﾁ
ｬﾝｽもあったものの生かすことができないまま､3 ﾋﾟﾘ残り 30 秒
で、ｴﾝﾌﾟﾃｨｺﾞｰﾙを決められ万事休す。ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞの初戦は、
宿敵西武を相手に敗戦を喫した。
◆9 月 24 日（日）vs 日光神戸ｱｲｽﾊﾞｯｸｽ 1 回戦
☆9-2 （ 4-0,4-1,1-1 ） ①G3 A18.20②G26 A11.71③G17
A18.20④G18⑤G26 A11.7⑥G18 A20.3⑦G10A21.19⑧G20
A18.32⑨G19 A10
昨日の西武
戦での敗戦
の悔しさを晴
ら すかのよう
に､開始早々
ｷｬﾌﾟ ﾃﾝ賢吾
（#3）がｺﾞ ｰﾙ
を決めた。そ
れに続けとﾃﾞ
ﾚｸ（#26）のｺﾞ
ｰﾙで 2 点目。今日の対戦相手でもあるｱｲｽﾊﾞｯｸｽから今季移
籍した【よっち】こと飯村（＃17）もｺﾞｰﾙを決め 3 点目。1P 残り
わずか､ｷﾙﾌﾟﾚｰからま〜しゃ(#18)の華麗なｺﾞｰﾙで 4 点目。そ
の後も点を重ね､終わってみれば 9-2 で勝利を飾った。そして､
もうひとつ嬉しいﾆｭｰｽが…昨日に続いて、匡史(#14)が試合
を観戦。ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝに元気な姿を見せてくれた。氷の上に戻
ってくるのをみんなが待っている。頑張れ！匡史!
◆9 月 30 日（土）vs ｱﾆｬﾝﾊﾙﾗ１回戦
☆9-4（3-0,3-1,3-3）
① G20 A26-7 ② G26 A7.23 ③ G22 A21 ④ G24 A2.32 ⑤
G17 A20.18⑥G7 A3⑦G23 A3.11⑧G26(PS)⑨G27 A24.19
今日は釧路開幕戦。昨季のﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ 2 位のﾊﾙﾗを相手に
見事勝利を収めた。序盤からﾊﾙﾗの反則が多く､ｽﾍﾟｼｬﾙｾｯﾄ
（1st18-20-71 26-7 2nd 32-17-11 3-23）が氷上に姿を現わ
す機会が多い。反面通常のｾｯﾄでなかなか形が作れなかっ

たｸﾚｲﾝｽﾞ。しかし
10 分過ぎにﾀﾞｰｼ
(#20)がﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ
を決めるとそ こか
らはｸﾚｲﾝｽﾞﾍﾟｰｽ。
ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰでは確実
に得点を決め、ｷﾙ
ﾌﾟﾚｰでも隙あらば
相手ｺﾞｰﾙを攻める。
3 ﾋﾟﾘにはｷﾙﾌﾟﾚｰ時にﾗｲｱﾝ(#71)の飛び出しを相手がﾍﾟﾅﾙﾃｨ
で止め PS をｹﾞｯﾄすると最強助っ人ﾃﾞﾚｸ(#26)がｷｰﾊﾟｰの肩口
を抜く鮮やかｺﾞｰﾙで観客を沸かせた。また､ﾍﾞﾃﾗﾝ勢のｺﾊﾞ
(#22)、ｺﾞﾏ(#24)、史郎(#27)がそれぞれｺﾞｰﾙを決め､よっち
(#17)が地元初ｺﾞｰﾙ、新人外崎(#2)が初ｱｼｽﾄをあげるなどﾍﾞ
ﾃﾗﾝと新顔が刺激しあった試合となった。PS この日のｼｭｰﾄ
でﾎﾟﾝには特別ｹﾞｽﾄでたらこ隊に包まれた「小梅太夫」やﾊﾟｯｼ
ｮﾝが登場し観客を楽しませた。
◆10 月 1 日（日）vs ｱﾆｬﾝﾊﾙﾗ 2 回戦
☆10-3（2-0,4-1,4-2）
① G26 A23 ② G19 A10.21 ③ G18 A20.71 ④ G26 A71 ⑤
G7 A26.3 ⑥ G20 A18 ⑦ G19 A10.21 ⑧ G18 A20.26 ⑨
G10 A22.21⑩G23 A17.2
今日は 2 ｹﾀ
得点で快勝。
3 ｾｯﾄ目が 3
ｺﾞｰﾙ と順調
な滑り出しを
見せた。2 ｼｰ
ｽﾞﾝ前の得点
王ま〜しゃ
(#18)も 2 ｺﾞｰ
ﾙ を決め、得
点王奪取に
向けて順調なｽﾀｰﾄを切った。また､ｺﾞﾘ(#10)こと山野選手がﾊﾞ
ｰｽﾃﾞｰｺﾞｰﾙを決め、ﾋｰﾛｰｲﾝﾀﾋﾞｭｰでは博史(#19)の提案で
｢Happy Birthday to You｣を会場全体で熱唱、それに応えたｺﾞ
ﾘがｽﾋﾟﾝを披露するなどｹﾞｰﾑ終了後も盛り上がりを見せまし
た。この 2 戦を見ている限り､やはり鍵になるのがﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰと
ｷﾙﾌﾟﾚｰ。ｽﾍﾟｼｬﾙｾｯﾄよ､最大限の力を発揮し､王座奪還へ
Go!CRANES Go! (ｼｭｰﾄでﾎﾟﾝにはﾀｶ&ﾄｼ､ﾘｱﾙﾄﾞﾗｴﾓﾝが登場)
◆最強伝説の始まり 06-07 ﾋﾞｸﾄﾘｰﾌﾗｯｸﾞ
恒例となっ
た選手入場
時にｺﾞｰﾙ裏
に広がるﾋﾞｸ
ﾄﾘｰﾌﾗｯｸﾞ。
過去 3 度製
作したﾌﾗｯｸﾞ
は「V2」「V」
「 WIN The
Dream」と難
易度はまして来た。そして今季のﾃｰﾏは「最強」。あえて難し
い漢字に挑んだ。この言葉を選んだ理由は AL 制覇､全日本
連覇､ﾍﾞｽﾄﾎｯｹｰﾀｳﾝ奪回の三冠を勝ち取るという意味から。
このﾌﾗｯｸﾞをみてﾁｰﾑは奮い立ち､ｻﾎﾟｰﾀｰも誇りを戦に挑
む！最強伝説の始まりだ。

◆ＹＭＣＡを一緒に踊ろう！
ｸﾚｲﾝｽﾞの試合だ!3 ﾋﾟﾘ前だ!YMCA だ〜!! 今季から 2 ﾋﾟﾘ後
「ｼｭｰﾄでﾎﾟﾝ」の後（3 ﾋﾟﾘ前）にｺﾞｰﾙ裏で YMCA を踊る。ｼｭｰﾄ
でﾎﾟﾝに登場した様々なｷｬﾗｸﾀｰがｱﾌﾛﾍｱｰとｻﾝｸﾞﾗｽで
YMCA に登場するぞ！また大事な試合の時には、YMCA 専
用に謎のﾀﾞﾝｽﾏﾝがみんなの指揮をとる。ﾀﾞﾝｽﾏﾝの振り付け
に合わせて
みんなで楽
しく盛り上
がろう！！
みんなもさ
っそく 100 円
ｼｮｯﾌﾟに行っ
てｱﾌﾛとｻﾝ
ｸﾞﾗｽを調達
だ！！
◆ﾃﾞﾚｸ･ﾌﾟﾗﾝﾄ横断幕
今季こそ必ずｸﾚｲﾝｽﾞを優勝へ導いてくれるであろう史上最強
助っ人「ﾃﾞﾚｸ･ﾌﾟﾗﾝﾄ選手」(#26)の横断幕を釧路開幕戦に間に
合うよう賛同者を募った。さすがはﾃﾞﾚｸ 賛同者はなんと 56
名！それに答えるためにも「最高のものを作りたい」。そんな
思いで取りかかった。幾度と無くﾃﾞｻﾞｲﾝの修正をし､出来上が
った横断幕は最高にｶｯｺｲｲ!（ﾅｶｼﾞﾏｻｲﾝ企画の皆様ありがと
うございます）
試合前､ﾃﾞﾚｸ
はこの横断幕
を
み
て
「 Yeah!Very
good! 」 と 笑 顔
でｻｲﾝを書い
てくれた。今
回の横断幕作
成に あた り、
賛同して頂いた皆様心より感謝申し上げます。
◆2006−2007 つるマニ企画第一弾
皆さん、待ちに待ったｼｰｽﾞﾝが始まりましたね。
今年も沢山応援し楽しみましょう!!さて、選手ｻｲﾝ入り写真ﾌﾟﾚ
ｾﾞﾝﾄ企画（通称：つるﾏﾆ企画）ですが昨年に引き続き今年も
やっちゃいます!釧路開幕戦では 100 通を超える応募がありま
した。ﾌｧﾝの皆さんありがとうございます。第 2 戦目のﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ
写真は前回ﾋｰﾛｰｲﾝﾀﾋﾞｭｰを受けたあの選手です。さぁ、皆さ
んﾘﾝｸで応援し写真を GET しよう!!
◆第 5 回ﾔｷﾔｷﾊﾟｰﾁｰ開催
今年で第 5 回目となり、すっかり恒例行事となったﾔｷﾔｷﾊﾟｰﾁ
ｰが 8/19（土）12 時から日本製紙ﾛｸﾞﾊｳｽ内外で行なわれた。
今年の参加人数は 80 名と昨年に続き日本全国から大勢のｸ
ﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝが参加。また、休暇中であったにも関わらず多くの
選手が参加してくれた。当日の天気予報は大荒れになるとの
見通しだったが見事に雨は止んでくれ、ﾛｸﾞﾊｳｽ内だけでなく
外でも焼肉をしながら選手との交流を楽しむことが出来た！

◆佐藤匡史選手に激励ﾒｯｾｰｼﾞを！
去る 9/3 に行わ
れた対西武戦で
怪我をした佐藤
匡史選手(#14)。
現在入院中の彼
に対して俺達ﾌｧﾝ
には祈ることしか
出来ませんが､少
しでも匡史の力
になれれば！勇
気付けられれ
ば！そう思い激励ﾒｯｾｰｼﾞを送ろうと考えた。つるっ子をはじ
めつるっ子ｻﾎﾟｰﾄ組(ML)、そしてたくさんのｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝが協
力し､この活動を行う事とした。活動は「祈りを込めた鶴を 1
羽貼り付けﾒｯｾｰｼﾞを集める」「横断幕に激励ﾒｯｾｰｼﾞを書く」
この二つ。HP・ﾒﾙﾏｶﾞを始め､釧路・苫小牧・日光・東伏見の
ﾘﾝｸでも活動を行い匡史・ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝに限らず幅広いｱｲｽﾎｯ
ｹｰﾌｧﾝの激励ﾒｯｾｰｼﾞが寄せられた。その際手渡している
「黄色いﾘﾎﾞﾝ」・・・このﾘﾎﾞﾝには、ｲｷﾞﾘｽでは「身を守る色」､
ｱﾒﾘｶでは「大切な人の無事を願う色」という意味があり､まさ
に俺達が匡史選手を思う気持ちと同じ意味が込められてい
る。現在集まっている激励ﾒｯｾｰｼﾞは 250 通を超えています。
このたくさんのﾒｯｾｰｼﾞが匡史選手の回復への力・勇気とな
り、一日も早くﾘﾝｸに戻ってきてくれる事を願っています。待
っているぞ匡史！ﾘﾝｸを縦横無尽に駆けてくれ！！（現在匡
史の回復は奇跡的と言われる程で､簡単なﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを始め
ているほどです。本人は「ﾕﾆﾎｰﾑを着て試合に出たとき本当
の復活です」「ﾌﾟﾚｰｵﾌには元気な姿を見せたい！」と頭はﾎｯ
ｹｰのことで一杯でした。またﾁｰﾑもﾍﾙﾒｯﾄに「14」の番号をつ
けﾌﾟﾚｰしています。ﾁｰﾑもｻﾎﾟｰﾀｰもｻﾌﾞｽﾛｰｶﾞﾝの ONE FOR
ALL ALL FOR ONE を実現している）
◆実況生中継！FM くしろ
昨季ﾌﾟﾚｰｵﾌで熱戦を釧路に届けた FM くしろ実況生中継。
今季はﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞの数試合を実況生中継！行きたくても行
けない釧路市民にはうれしい企画。ﾒﾙﾏｶﾞで告知したとおり
第 1 弾は 10/7．8 西武戦でした。第 2 弾は！
○11/22（水) 王子製紙戦−会場帯広
○12/27(土)．28(日) ｱｲｽﾊﾞｯｸｽ戦−会場釧路
放送時間は、試合開始 5 分前から試合終了までの予定。実
況はもちろん氷上の語りべこと「加藤じろう」さんです。また、
10 月の金曜日午後 6 時 45 分から「ﾚｯﾂｺﾞｰｸﾚｲﾝｽﾞ」がｵﾝｴｱ
されています。FM くしろを要ﾁｪｯｸだ！
◆今年も生でやっちゃいます！N・H・K！
毎年恒例の NHK ｸﾚｲﾝｽﾞ実況生放送！今季は 10/21(土)､
22(日)対王子製紙戦となった！ｵﾌの間からﾎｯｹｰ以外で火花
を散らしていたこのｶｰﾄﾞ！非常に楽しみだ！しかし皆さん！
生といえども試合はﾘﾝｸに足を運び､NHK は録画であとでゆ
っくり見ましょう！この生放送！つるっ子はどんなﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ
を見せるのか！？試合時間は共に 14 時からですのでお間
違えなく。
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