◆10 月 21 日（土）vs 王子製紙 1 回戦
☆4-3（3-1,0-1,0-1,0-1） ①G3 A7.71②G11 A17.23③G11
A17.23④G20 A3
待ちに待った王子戦。
ﾘﾝｸには 1500 名を
超すﾌｧﾝが集まった。
会社としてもﾗｲﾊﾞﾙ
王子製紙に 負け る
わけにはいかない。
黒ﾋﾞﾆｰﾙによるﾎｰﾑ
ｶﾗｰ染め、太平洋太
鼓、紙ふぶき等いつ
も以上に気合の入っ
た応援で第 5set は
後押しする。試合は、
王子に先制ﾊﾟﾝﾁを食らわされるも、1 ﾋﾟﾘ 10 分過ぎに+2 のﾊﾟﾜｰ
ﾌﾟﾚｰからｷｬﾌﾟﾃﾝ賢吾(#3)が目の覚めるようなﾜﾝﾀｲﾑｼｮｯﾄで同
点に追いつく。すると勢いづいたｸﾚｲﾝｽﾞは 12 分過ぎに昨年の
ﾔﾝｸﾞｶﾞｲｵﾌﾞｻﾞｲﾔｰ西脇(#11)が待望の今季初ｺﾞｰﾙを上げ、『ﾊﾝ
ｶﾁ王子』を披露した。その直後に西脇がもう 1 点決め、ｸﾚｲﾝｽﾞ
ﾍﾟｰｽかと思いきや、王子も自慢の足を使った攻撃でｸﾚｲﾝｽﾞに
攻 め 込 み、 勝負 は
延長戦へ。両ﾁｰﾑ疲
労がﾋﾟｰｸに達し、気
力勝負へ。同点まで
残り 21 秒のところで
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ春名に止め
を刺したのはｺﾞｰﾙﾊ
ﾝﾀｰのﾀﾞｰｼ(#20)。対
王子初戦を白星で
飾った。(松坂)
◆10 月 22 日（日）vs 王子製紙 2 回戦
☆2-1（0-1,2-0,0-0） ①G27 A18.20②G27 A20.18
昨日に続き、連勝といきたいｸﾚｲﾝｽﾞ、しかし勝ちたい思いは焦
りを生み、ｸﾘｱﾐｽからまたもや王子に先制点を許してしまう。こ
んなとき、頼りになるのはﾍﾞﾃﾗﾝだ。昨日負傷したﾃﾞﾚｸが戦線
離脱、1 ｾｯﾄ目のｾﾝﾀｰとして起用された飯村(#17)のかわりに 2
ｾｯﾄ目に入った史郎(#27)が大活躍。普段はｾﾝﾀｰだがｳｨﾝｸﾞもこ
なす器用さを発揮。2 ﾋﾟﾘ、ｺﾞｰﾙ裏ｻﾎﾟｰﾀｰの目の前で 2 ｺﾞｰﾙを
上げる活躍を見せた。その 2 点を守護神次郎(#30)を中心とした
ＤＦ陣が守りきり、対王子戦 2 連勝となった。けが人が多いがこ
こを乗り切れ!!Go!CRANES Go! （松坂）

◆10 月 28 日（土）vs 浩沙 1 回戦
☆6-0（2-0,1-0,3-0） ①G24 A20.18②G3 A15.2③G17 A11.10④
G11 A17.19⑤G18 A24⑥G18 A20.23
開幕以降 10 戦をこなした
ｸﾚｲﾝｽﾞ。6 勝１分 3 敗と
今ひとつ波に乗り切れて
いない中、匡史(#14)に続
い て 竹 内 (#32) 、 ﾃ ﾞ ﾚ ｸ
(#26)が相次いで戦線離
脱。豊富なﾀﾚﾝﾄ陣が一
気に苦しい台所事情へ。
この日は 1st ｾｯﾄをﾗｲｱﾝ(#71)-酒井(#21)-博史(#19)、2nd ｾｯﾄを
ま〜しゃ(#18)-ﾀﾞｰｼ(#20)-ｺﾞﾏ(#24)、3rd ｾｯﾄをｺﾞﾘ(#10)-よっち
(#17)-西脇(#11)、4th ｾｯﾄをｼｭｳﾍｲ(#15)-史郎(#27)-潤(#2)と変
則的にｾｯﾄを組まざるを得なくなっていた。しかし、ｾｯﾄ替えにも

かかわらず、ｹﾞｰﾑ開始早々にｺﾞﾏが先制点を挙げると、そこか
ら各ｾｯﾄが機能し始め、終わってみれば 2 ｾｯﾄ目 3 点、3 ｾｯﾄ目
2 点、4 ｾｯﾄ目 1 点の活躍。守っては守護神次郎(#30)を中心とし
た DF 陣が浩沙の 26 本のｼｭｰﾄを防ぎきり完封勝ち。王子戦に
続き、勢いに乗れる勝利となった。（松坂）
◆10 月 29 日（日）vs 浩沙 2 回戦
☆6-2（1-1,2-0,3-1） ①G18 A71.20②G19 A71.21③G19 A21.34
④G21 A71⑤G11 A10.17⑥G20 A24.18

ｾｯﾄをﾁｪﾝｼﾞしたまま臨んだ 2 戦目。序盤ﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰのﾁｬﾝｽをま
〜しゃ(#18)がものにするが､同点に追いつかれてしまう。しかし、
今日は 1 ｾｯﾄ目が奮起、2 ﾋﾟﾘは博史(#19)が 2 ｺﾞｰﾙ､3-2 に追い
つかれた 3 ﾋﾟﾘは酒井(#21)がｺﾞｰﾙを決め 4-2、相手に 6 人攻撃
を仕掛けさせる隙も与えず試合終了前に 2 点を決め 6-2 で勝利
した。（松坂）

◆ﾀﾞｰｼ(#20)が 100 ｱｼｽﾄ達成!
先日 150 ﾎﾟｲﾝﾄを達成したばかりのﾀﾞｰｼ(#20)が､10/28 の浩沙
戦で通算 100 ｱｼｽﾄを達成した｡98 ｱｼｽﾄで迎えたこの試合､1 ﾋﾟ
ﾘ 1 分 17 秒に先制点となるｺﾞﾏ(#24)のｺﾞｰﾙにｱｼｽﾄすると､3 ﾋﾟﾘ
19 分 34 秒にま〜しゃ(#18)のｺﾞｰﾙへｱｼｽﾄして 100 ｱｼｽﾄを達成｡
ﾀﾞｰｼはこの試合が､節目となるｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ 100 試合目の出場だっ
た｡実に 1 試合 1 ｱｼｽﾄのﾍﾟｰｽでｸﾚｲﾝｽﾞの強力ｱﾀｯｶｰ陣を支え
ている｡これからもﾀﾞｰｼのﾊﾟｽから素晴らしいｺﾞｰﾙが生まれるに
違いない｡ﾀﾞｰｼのﾊﾟｽを 1 秒たりとも見逃すな!（Hiro）
◆退院おめでとう、匡史!!
たくさんの協力ありがとうございました m(̲ ̲)m
ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝなら
ずｱｲｽﾎｯｹｰﾌｧ
ﾝに衝撃を与え
た佐藤匡史選
手(#14)の怪我。
「俺達に何かで
きることは無い
のか・・？」そう
思い匡史を勇
気付ける為、各
地でさまざまな
活動を行ってき
ました。500 通を
超えたﾒｯｾｰｼﾞの他、寄せ書き、千羽鶴(合計すると万羽鶴!)が
集まり、総勢 1000 人以上の匡史の無事と復帰を祈るﾌｧﾝの想
いが集まりました。その想いを先日匡史の元へ届けることがで
きました。本人はそのﾒｯｾｰｼﾞを見て驚き、手に取り恥ずかしそ
うに読んでいたのが印象的でした。その想いが通じ先月 19 日、
無事に退院をすることができ、21 日の自らの誕生日に釧路ｱﾘｰ
ﾅで王子戦を観戦するまで元気になりました。この活動にご協
力を頂いたたくさんのｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝ、匡史ﾌｧﾝ、そして他ﾁｰﾑのﾌｧ
ﾝの方々本当にありがとうございました。早く氷上で走り回る姿
は見たいですが、怪我が完治するまで俺達は信じ待っています。
それまで黄色いﾘﾎﾞﾝは外しません。氷上で#14 の姿を見たとき
が本当の復帰と思っています。ご協力いただいた皆さん 本当
にありがとうございました。（寺山）
◆「ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞｱｲｽﾎｯｹｰ 2006‐2007」の試合映像を
Yahoo!動画で配信
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ TV の GYAO で長野ｶｯﾌﾟが放送されたのに続き、
今度は 9 月 23、24 日に行われたｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｹﾞｰﾑｽのｹﾞｰﾑﾀﾞｲｼﾞ
ｪｽﾄ、選手ｲﾝﾀﾋﾞｭｰやﾘｰｸﾞのﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ映像が Yahoo!動画で配
信されています。いつでも何度でも無料で視聴することが出来
るようになっており、今後もｹﾞｰﾑﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄを始め、ｲﾝﾀﾋﾞｭｰや特
集ﾆｭｰｽなど幅広く充実した映像を定期的に配信していくそうで
す。今回のｱｸｾｽ数が今後の展開に大きく影響するそうです。
誰でも気軽に、ﾎｯｹｰの試合を見ることができるようになるため
にも、ぜひ、何度もｱｸｾｽして、お楽しみください!
Yahoo!動画はｺﾁﾗ→ http://streaming.yahoo.co.jp/ （まさ）
◆ｸﾚｲﾝｽﾞ年内の試合予定
今ｼｰｽﾞﾝのｸﾚｲﾝｽﾞは､全 34 試合のうち 3 分の 1 が終了｡これか
らのｸﾚｲﾝｽﾞは､釧路を離れて戦うことが多くなる｡11 月は日光と
帯広でﾊﾞｯｸｽと王子製紙に 3 試合戦ったあと､今ｼｰｽﾞﾝ 2 度目の
中国遠征を行う｡次にｸﾚｲﾝｽﾞが釧路に登場するのは､12 月 2 日
からの浩沙2連戦｡ここで弾みをつけて､韓国に乗り込み､ﾊﾙﾗと
ｶﾝｳｫﾝを相手に 5 日間で 4 試合戦う｡昨ｼｰｽﾞﾝの韓国遠征は､ﾊ
ﾙﾗには 1 戦目に敗れ 2 戦目も延長まで持ち込まれ試合終了ま
で 21 秒のところでｺﾞｰﾙを決めて勝利したほど苦しめられた｡ｶﾝ
ｳｫﾝには 2 勝したがどちらも 1 点差勝利であった｡今ｼｰｽﾞﾝは釧

路でｶﾝｳｫﾝに敗れただけに､借りを返したいところだ｡帰国後は
日本勢と戦う｡8 年ぶりに旭川で試合を行い､札幌集結戦に挑ん
だあと､釧路にｸﾚｲﾝｽﾞが登場するのは 12 月 27 日からのﾊﾞｯｸｽ
2 連戦だ｡2006 年は釧路連勝で締めくくってくれるはずだ｡釧路
でのｸﾚｲﾝｽﾞのｹﾞｰﾑは､今回の長春 2 連戦を終えると残り 6 試合､
年内はあと 4 試合となる｡ﾘﾝｸを埋め尽くし､5th ｾｯﾄとしてｸﾚｲﾝｽﾞ
とともに戦おう!（Ｈｉｒｏ）
＜11 月の試合予定＞
18 日(土)､19 日(日) VS ﾊﾞｯｸｽ
(日光)
22 日(水)
VS 王子製紙 (帯広)
25 日(土)､26 日(日) VS 長春富奥 (長春)
＜12 月の試合予定＞
2 日(土)､ 3 日(日) VS 浩沙
(釧路)
6 日(水)､ 7 日(木) VS ﾊﾙﾗ
(安養)
9 日(土)､10 日(日) VS ｶﾝｳｫﾝ
(春川)
20 日(水)
VS 王子製紙 (旭川)
23 日(土)
VS 西武
(札幌)
24 日(日)
VS ﾊﾞｯｸｽ
(札幌)
27 日(水)､28 日(木) VS ﾊﾞｯｸｽ
(釧路)

◆集え、帯広の森に!!
さぁ、11 月 22 日帯広の森アイスアリーナで対王子戦があります。
ここ数試合ｸﾚｲﾝｽﾞは連勝しﾉﾘにのっています。このまま帯広で
もみせてくれることはまちがいない!!しかーし、王子製紙は釧路
でのﾘﾍﾞﾝｼﾞと気合いを入れてくるに違いない!!
私たちにできること、それは選手を勇気づけるために応援する
ことです。選手は氷上で戦い、私たちは客席で応援し選手にﾊﾟ
ﾜｰを送りましょう。
ONE FOR ALL ALL FOR ONE があるように FAN FOR CRANES
CRANES FOR FAN で応援しよう！（鈴木）
◇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。 ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸの場合は｢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」

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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日本製紙 釧路工場 工務部保全課 寺山博道
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ﾒﾙﾏｶﾞ「居酒屋つるっ子」 http://mini.mag2.com/

