◆10 月 7 日（土）vs 西武プリンスラビッツ 2 回戦
△1-1（0-0,0-0,1-1） ①G71 A26
開幕戦の借りを
返したいｸﾚｲﾝ
ｽﾞ。だが、相手
はﾌﾟﾘﾗﾋﾞ。そう
簡単には点を
奪うことができ
ない。1ﾋﾟﾘ開始
からお互いにﾍﾟ
ﾅﾙﾃｨが多く、交
互にﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰ
の連続。流れがつかめないまま、得点を決めることができない。
２ﾋﾟﾘに入っても、相変わらずﾍﾟﾅﾙﾃｨがかさむ両ﾁｰﾑ。惜しいｼ
ｭｰﾄとﾋﾟﾝﾁが交互に訪れる状況に、会場内も歓声と悲鳴が鳴
り響く。3ﾋﾟﾘは開始から3-5のｷﾙﾌﾟﾚｰで大ﾋﾟﾝﾁのｸﾚｲﾝｽﾞ。1人
目のﾍﾟﾅは耐えたが、4-5の状態からﾌﾟﾘﾗﾋﾞのｶｳﾝﾀｰに合い、
先制を許してしまう。何とか追いつきたいｸﾚｲﾝｽﾞだが、なかな
か点が奪えず・・・だがやってくれました。ﾗｲｱﾝ(#71)がﾃﾞﾚｸ
(#26)のｼｭｰﾄﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞを押し込み同点に!!その後はOTまでもつ
れ込んだが、結局決め手を欠き同点のまま試合終了。また明
日に期待しよう。
◆10 月 8 日（日）vs 西武プリンスラビッツ 3 回戦
★2-3(1-1,1-1,0-0,0-1） ①G18 A26.7②G17A18.11
OTの末1-1の引き分けに終わった前日に続き､今日もﾛｰｽｺｱの
試合が予想される｡1ﾋﾟﾘ中盤に先制ｺﾞｰﾙを許すも5-3のPPでま
〜しゃ(#18)が同点ｺﾞｰﾙ!同点のまま迎えた2ﾋﾟﾘも先にｺﾞｰﾙを許
してしまう｡同ﾋﾟﾘｵﾄﾞ終了55秒前､よっち(#17)が綺麗にﾌﾟﾘﾗﾋﾞの
ｺﾞｰﾙﾈｯﾄを揺らし同点に追いつき3ﾋﾟﾘへ突入した｡圧倒的にPP
ﾁｬﾝｽの多いｸﾚｲﾝｽﾞ｡なんとか流れを引き寄せたいが王者のﾁｪ
ｯｸが厳しく早い為､PPもｽｺｱﾘﾝｸﾞﾁｬﾝｽを作ることが出来ずｺﾞｰﾙ
を奪えない｡2-2のまま3ﾋﾟﾘを終了し舞台はｻﾄﾞﾝﾃﾞｽﾋﾞｸﾄﾘｰ方式
のOTへ｡しかし､開始11秒悪夢が訪れた｡ﾌｪｲｽｵﾌでﾊﾟｯｸを取ら
れﾃﾞｨﾌｪﾝﾃﾞ
ｨﾝｸﾞｿﾞｰﾝに
入ってすぐ
放たれたﾕ
ｰﾙのｼｭｰﾄ
がｸﾚｲﾝｽﾞｺﾞ
ｰﾙに突き
刺さってし
まい痛い
OT負けを
喫してしま
った｡
◆10 月 11 日（水）vs ｶﾝｳｫﾝﾗﾝﾄﾞ 1 回戦
★1-3（1-0,0-2,0-1） ①G71 A3.7
釧路開幕 2 連戦を勝ち相変わらずﾎｰﾑでは最強のｸﾚｲﾝｽﾞ。韓
国のｶﾝｳｫﾝﾗﾝﾄﾞを迎えﾎｰﾑ 3 連勝は当然のごとく思われた。序
盤、ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰﾁｬﾝｽを決められずにいたが、賢吾(#3)のｼｮｯﾄにﾗ
ｲｱﾝ(#71)があわせ先制。ここで一気に流れを引き寄せたかに
見えたが、ｶﾝｳｫﾝの DF の壁やｷｰﾊﾟｰの神がかり的なｾｰﾌﾞで追
加点を与えてもらえない。逆に 2 ﾋﾟﾘに次郎のｷｬｯﾁﾝｸﾞをはじい
たﾊﾟｯｸがｺﾞｰﾙに入り同点に追いつかれると、ｷﾙﾌﾟﾚｰで守りき
れずに逆転を許してしまう。3ﾋﾟﾘ怒涛の攻撃を見せるも DFの壁
に阻まれ形が作れず、ｸﾚｲﾝｽﾞにとっては手痛い黒星となった。

◆10 月 12 日（木）vs ｶﾝｳｫﾝﾗﾝﾄﾞ 2 回戦
☆6-1（4-0,0-1,2-0） ①G71 A26.11②G20 A17.3③G23 A7④
G20 A18.17⑤G18 A3.20⑥G26 A71
昨日まさかの黒
星を喫したｸﾚｲﾝ
ｽﾞ。今日は絶対
負け ら れない 。
そんな想いがﾘﾝ
ｸ 上 から 伝 わ っ
てきた。1ﾋﾟﾘ 9分
にはﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰﾁ
ｬﾝｽをﾗｲｱﾝ
(#71) が 決 め て
先制するとその
20 秒後にはﾀﾞｰ
ｼ(#20)が決めて
突き放す。その後、ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰﾁｬﾝｽを活かし 1 ﾋﾟﾘ終了時には
4-0。2 ﾋﾟﾘこそ防戦の形となるが、3 ﾋﾟﾘにはま〜しゃ(#20)、ﾃﾞﾚｸ
(#26)のｺﾞｰﾙにより完勝!!これで昨夜の借りは返したぞ!!次は王
子だ!Go!CRANES Go!
◆テリオー・コーチ紹介
北米ﾒｼﾞｬｰ･ｼﾞ
ｭﾆｱのｵﾝ ﾀﾘ
ｵ・ﾎｯｹｰ･ﾘｰｸﾞ
（OHL）などで
百戦錬磨の監
督歴を持つﾎﾟ
ｰﾙ･ﾃﾘｵｰが､
ｸﾚｲﾝｽﾞのｺｰﾁ
ﾝｸﾞ・ｽﾀｯﾌに加
わった。ﾃﾘｵｰ
は 1950 年生
まれの 56 歳。
ｶﾅﾀﾞ・ｵﾝﾀﾘｵ
州出身。70 年
代前半から大
学ﾎｯｹｰ部のｺ
ｰﾁをつとめ､77/78 ｼｰｽﾞﾝの途中から OHL（当時は OHA）のｽｰ
ｾﾝﾄﾏﾘｰ･ｸﾞﾚｲﾊｳﾝｽﾞの監督に就任。このとき､ｸﾞﾚｲﾊｳﾝｽﾞには､
のちに NHL を代表する選手となるｳｪｲﾝ･ｸﾞﾚﾂｷｰ（現ﾌｪﾆｯｸｽ・ｺﾖ
ｰﾃｽﾞ監督）がいた。ｸﾞﾚｲﾊｳﾝｽﾞで 2 ｼｰｽﾞﾝ監督をつとめたあと､
ﾃﾘｵｰは同じ OHL のｵｼｬﾜ･ｼﾞｪﾈﾗﾙｽﾞの監督に就任､89 年まで
指揮をとった。その間､ﾁｰﾑを 2度もﾒﾓﾘｱﾙ･ｶｯﾌﾟに出場させるな
どの手腕を発揮。86/87 ｼｰｽﾞﾝには OHL の最優秀監督賞を受
賞している。90 年代はおもにｲﾀﾘｱで監督をつとめていたが､
96/97 ｼｰｽﾞﾝには NHL のﾊﾞｯﾌｧﾛｰ･ｾｲﾊﾞｰｽﾞのｺｰﾁに招かれる。
このときのｾｲﾊﾞｰｽﾞの監督はﾃｯﾄﾞ･ﾉｰﾗﾝ（現ﾆｭｰﾖｰｸ･ｱｲﾗﾝﾀﾞｰ
ｽﾞ監督）､ｺﾞｰリ-はのちに長野五輪で金ﾒﾀﾞﾙを獲得するﾄﾞﾐﾆｸ･ﾊ
ｼｪｯｸ（現ﾃﾞﾄﾛｲﾄ･ﾚｯﾄﾞｳｨﾝｸﾞｽ選手）､そして､ﾌｫﾜｰﾄﾞの要は現ｸﾚｲ
ﾝｽﾞのﾃﾞﾚｸ･ﾌﾟﾗﾝﾄであった。経済的理由でｽﾀｰ選手を揃えられ
ないｾｲﾊﾞｰｽﾞだったが､持ち前の勝負強さとﾊﾝｸﾞﾘｰ精神でﾃﾞｨﾋﾞ
ｼﾞｮﾝ首位に輝く。そして、守護神ﾊｼｪｯｸを欠いたために第 7 戦ま
でもつれ込んだﾌﾟﾚｰｵﾌ１回戦は､ﾃﾞﾚｸの OT ｺﾞｰﾙで劇的勝利。
ｾｲﾊﾞｰｽﾞの歴史に残るｼｰｽﾞﾝにｺｰﾁとして貢献していたﾃﾘｵｰは､
ｸﾚｲﾝｽﾞにもﾌﾟﾚｰｵﾌを勝ち抜く勝負強さをもたらしてくれるだろ
う。

◆入場音楽♪
釧路ｱｲｽｱﾘｰﾅ（通称：丹頂ﾘﾝｸ）での試合時、選手入場時に流
れるﾉﾘの良いﾃｰﾏ曲！何という曲なのか気になっている人も多
いのでは？実際に HP『ｸﾚｲﾝｽﾞだよ 全員集合』の掲示板でも質
問や話題になることがしばしばあるので、ここでもう一度ﾁｪｯｸし
てみよう！1 ﾋﾟﾘ開始前の選手入場時に流れる曲は『Reach Up』。
この曲は"FANTASISTA The Best of Soccer Songs"というｻ
ｯｶｰ関連の曲が収録されているｱﾙﾊﾞﾑの中の 1 曲だ。そして 2
ﾋﾟﾘの選手入場時には あの Queen の名曲である『We Will Rock
You』が流れ、ｺﾞｰﾙ裏恒例の【ｺﾞｰﾙｺｰﾙ】が例年よりも一層増し
てリンクに響き渡る！そしてﾌｪｲｽｵﾌ寸前に Bryan Adams の
『We're Gonna Win』が流れて 2 ﾋﾟり開始。この曲は"18 'til I Die"
というｱﾙﾊﾞﾑの中の 1 曲だ。それから 3 ﾋﾟりの選手入場時には
再び『Reach Up』が流れる。これらのﾃｰﾏ曲に皆さんの声援を
ﾌﾟﾗｽし、選手達の入場をﾄﾞﾝと盛り上げて欲しい!!
◆AL 記録ﾗｯｼｭ!!
2003-04 ｼｰｽﾞﾝから始まったｱｼﾞｱﾘｰｸﾞは 4 ｼｰｽﾞﾝ目に突入｡
破壊力抜群の攻撃陣を誇る我らがｸﾚｲﾝｽﾞ｡今ｼｰｽﾞﾝは記録ﾗｯ
ｼｭとなる｡10/1 のｱﾆｬﾝﾊﾙﾗ戦では素晴らしい記録が達成され
た｡この試合で､ｺﾞﾘ(#10)､ま〜しゃ(#18)､ｺﾊﾞ(#22)､ﾋﾃﾞ(#23)､史郎
(#27)､ﾗｲｱﾝ(#71)の 6 選手が､ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞが開始された 2003 年の
開幕戦から 100 試合連続出場を達成した｡さらに､前の試合まで
で通算 149 ﾎﾟｲﾝﾄとなっていたﾀﾞｰｼ(#20)がｱｼｽﾄを決めて 150 ﾎﾟ
ｲﾝﾄを達成｡出場 93 試合目での 150 ﾎﾟｲﾝﾄ達成は､ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ最
速｡そして､10/12 のｶﾝｳｫﾝﾗﾝﾄﾞ戦では､150 ﾎﾟｲﾝﾄまであと 2 ﾎﾟｲ
ﾝﾄだったま〜しゃ(#18)が､1 ﾋﾟﾘにﾀﾞｰｼ(#20)へのｱｼｽﾄを決めて
あと 1 ﾎﾟｲﾝﾄとすると､迎えた 3 ﾋﾟﾘ､記録達成に自ら花を添える
ｺﾞｰﾙを決めて 150 ﾎﾟｲﾝﾄを達成した｡その他に今年達成しそうな
記録は､100 ｺﾞｰﾙまで､ま〜しゃ(#18)があと 23､ﾗｲｱﾝ(#71)があ
と 27｡100 ｱｼｽﾄまで､ﾀﾞｰｼ(#20)があと 3､ま〜しゃ(#18)があと 27､
賢吾(#3)があと 29､ﾗｲｱﾝ(#71)があと 33､ﾃﾞｨｯｸ(#7)があと 34｡150
ﾎﾟｲﾝﾄまで､ﾗｲｱﾝ(#71）があと 10､賢吾(#3)があと 55､ﾌﾟﾗﾝﾄ(#26）
があと 61｡ﾀﾞｰｼ(#20)は､100 ｱｼｽﾄまであと 3 つと迫っている｡今
週末の王子 2 連戦では､ﾀﾞｰｼの記録達成をみんなで後押ししよ
う!
◆クレインズ戦士 コラムシリーズ第 1 弾 №27 石黒史郎

る事もあるが失敗は許されない。非常に難しい状況の中 結果
を残している。そんな史郎は「とにかく与えられた仕事こなすの
み。ﾁｰﾑに貢献できればそれでいい」とまさに仕事人。更に「4
つ目でも大事な場面で使われる様､頑張っていきたい」と話し
ている。現在 4 つ目はﾍﾞﾃﾗﾝ竹内が不在の中､土塚(#15)、鬼頭
(#33)といった若手を率い戦っている。喜びも苦しみも味わった
史郎だからこそ成せる事だろう。ﾁｰﾑとしての目標は「もちろん
ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ制覇､全日本連覇」だと話す。それには 4 ｾｯﾄの活躍
なくして成しえないことだ。この王子戦に向けﾌｧﾝへﾒｯｾｰｼﾞをも
らった。「とにかく頑張りますので見に来てください！氷上に上
がる機会は少ないのですが､何とか探してください！」との事。
ｸﾚｲﾝｽﾞの最強伝説には史郎率いる 4 ｾｯﾄの活躍が必要不可
欠だ！がんばれ史郎！
◆お前のﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽを待っている！蘇れ！西脇雅仁
今季ちょっと元気がない「まーちゃん」こと西脇雅仁選手（#11）。
我々ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝとしては昨季の様に奮起してもらいたい思い、
今週末の王子戦に間に合うよう雅仁の横断幕を製作すること
にした。この企画に賛同したいと言うﾌｧﾝの方は「1 口¥1,000」
で募りたいと思います。締め切りは 10/25。支払い方法は､「郵
便振替口座 02730-9-51539（右詰）加入者名 寺山 博道」か
直接つるっ子に手渡しで
お願いします。横断幕裏
には後日、賛同者の方の
ﾈｰﾑを入れますので載せ
る文字と､どこのどなたか
もご連絡ください。不明な
点は下記連絡先まで。雅
仁！お前のｺﾞｰﾙ､そしてﾊﾟ
ﾌｫｰﾏﾝｽを待っているぞ！
◇集まれ！つるっ子メンバー＆ML 募集
先日ﾒﾝﾊﾞｰ 1 名が東京に転勤となり､実働 9 名で活動しています。今
季も更に力強い応援をするにはまだまだﾒﾝﾊﾞｰが足りません。つる
っ子として活動したい方はぜひご連絡ください。またつるっ子として
はちょっと・・でも活動を体験したい､応援してみたい。と密かに思っ
ている方!つるっ子をｻﾎﾟｰﾄするﾒｰﾘﾝｸﾞﾘｽﾄ組から参加してみてはど
うですか？応援ｸﾞｯｽﾞの製作、ﾆｭｰｽ作成など応援についてﾒｰﾙ上で
討議をしています。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！希望
者は直接つるっ子にか下部連絡先まで！年齢性別問いませんよ！

◇メルマガ

『居酒屋「つるっ子」CRANESで乾杯』

すでに知っていると思うが､つるっ子が携帯版「ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ」を開設。
「試合結果」「ｸﾚｲﾝｽﾞ情報」や「応援企画」を伝えています。
○登録方法※登録無料 ただしパケット代は負担
ミニまぐ（携帯登録用） ht t p: //mi ni. mag2. c om/
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

◇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 はｸﾚｲﾝｽﾞ情報や選手写真､動画､掲示板
は旬な話題で一杯だ！ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝなら必見だ。現在写真ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ中
○HP「ｸﾚｲﾝｽﾞだよ全員集合」

今季で入団 14 年目の石黒史郎選手(#27)（弟に元ｸﾚｲﾝｽﾞ 勇
(#77）を持つ）。平成 5 年に入団し､同期としては平岩(#31)､五
月女(#28)がいた。ｸｰﾙな表情で美白な美男子。どうして彼がｲ
ｹﾒﾝの名前に出てこないのか不思議でしょうがない。入団当初
はｳｨﾝｸﾞとして出場したが､3 年目からｾﾝﾀｰに。そこから今日ま
で 1SET〜4SET 全てのｾﾝﾀｰを経験し､誰かが怪我で欠場すれ
ばその穴を埋めるｽｰﾊﾟｰｻﾌﾞとして活躍している。入団 9 年目
から 3 ｼｰｽﾞﾝ ﾁｰﾑの副ｷｬﾌﾟﾃﾝを努め､ﾁｰﾑを引っ張り､その頃
ｷｬﾌﾟﾃﾝだった小林を支えていた史郎。今は 4 ｾｯﾄと言う非常に
重要なﾗｲﾝにいる。いつ出るか解らない状況の中､常にﾓﾁﾍﾞｰ
ｼｮﾝは高く持たなければならない。体の冷え切った中､出場す

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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