◆11 月 1 日（水）vs 長春富奥（ﾁｬﾝﾁｭﾝﾌｫｱ）1 回戦
☆10-0（4-0,3-0,3-0）
①G24 A18.20②G24 A20.18③G11 A17.72④G11 A72.17⑤G21
A19.10⑥G11 A2.23⑦G18 A7.3⑧G10 A21⑨G10 A11.23⑩G3

ﾎｰﾑ釧路で長春（旧ﾁﾁﾊﾙ）を迎え撃つｸﾚｲﾝｽﾞ。ﾃﾞﾚｸ（#26）・ﾗｲ
ｱﾝ（#71）・竹内（#32）・匡史（#14）と怪我人続出の中､活躍した
のはｺﾞﾏこと飯塚（#24）。2 ｾｯﾄのﾚﾌﾄｳｨﾝｸﾞに入り開始早々2 得
点をあげた。その
後先日の王子
戦で初ｺﾞｰﾙをあ
げた「Mr ﾊﾟﾌｫｰﾏ
ﾝｽ」西脇（#11）
がﾊｯﾄﾄﾘｯｸを決
め中国ｷﾗｰぶり
を発揮した。守っ
てはｼｭｰﾄを 6 本
に押さえ、次郎が
今季 2 度目の完
封勝ちをおさめた。
(寺山)
◆11 月 2 日（木）vs 長春富奥（ﾁｬﾝﾁｭﾝﾌｫｱ）2 回戦
☆12-1（0-0,5-1,7-0）
①G7②G3 A23③G24 A3.20④G2 A23.17⑤G3 A21.15⑥G11
A15⑦G24 A3.18⑧G3 A24.23⑨G20 A11⑩G11 A23.10⑪G15
A10.21⑫G18 A24.20
怪我人続出の
中、前日の試
合で怪我をし
た博史（#19）
が欠場。1P 21
本のｼｭｰﾄを放
つも相手 GK の
攻守もあり得
点できずﾌﾗｽﾄ
ﾚｰｼｮﾝがたまる。
しかし 2P に入
りｼﾞｮｰ（#7）のｲ
ﾚｷﾞｭﾗｰﾊﾞｳﾝﾄﾞしたｼｭｰﾄがｺﾞｰﾙに吸い込まれると、ここからｺﾞｰﾙﾗ
ｯｼｭ。賢吾（#3）がﾊｯﾄﾄﾘｯｸ、ｺﾞﾏ（#24）、西脇（#11）が連夜のﾏﾙ
ﾁ得点。嬉しいのは修平（#15）の今季初ｺﾞｰﾙと外崎（#2）のﾘｰｸﾞ
初ｺﾞｰﾙ！守っては石川（#61）が 1 失点で押さえｸﾚｲﾝｽﾞ 7 連
勝！(寺山)
◆11 月 18 日（土）vs 日光神戸アイスバックス 2 回戦
☆8-2（0-0,4-1,4-1）
①G7 A18.3②G32 A27.15③G21 A19④G20 A18⑤G11
A71.17⑥G7 A18.20⑦G11 A17⑧G71 A11.7
敵地日光、ﾊﾞｯｸｽファンの熱い声援のｱｳｪｲで戦うｸﾚｲﾝｽﾞ。序盤
はなかなかｴﾝｼﾞ
ﾝがかからない。
1P12 分賢吾
（#3）が相手選
手と交錯し、宙
に舞って 1 回転。
ちょっと冷やりとし
たが、元気にﾌﾟﾚ
ｰを続ける。そし
て、2P1 分先制

点はジョー（#7）。ﾘﾝｸ中央のﾌﾞﾙｰﾗｲﾝ付近から、ｺﾞｰﾙ前に放り
込んだｼｭｰﾄが相手選手のﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞとなりｺﾞｰﾙ。そして 2 点目は怪
我から復帰したばかりの竹内（#32）の華麗なｺﾞｰﾙ。ｺﾞｰﾙ決まった
時は、氷上の氷を見ていました（笑）。ﾌｧﾝの声援で得点がわかり
ました。（竹内：談）と、嬉しそう。その後も、ｸﾚｲﾝｽﾞはｺﾞｰﾙﾈｯﾄを
揺らし、8−2 で霧降での勝利をおさめた。(ゆず母)
◆11 月 19 日（日）vs 日光神戸アイスバックス 3 回戦
☆7-2（3-0,4-1,1-0）
①G71 A20.18②G18 A3.20③G17 A11.2④G11 A7.34⑤G10
A21⑥G71 A18.20⑦G11 A17
昨日は､ﾊﾟｯｸをｺﾞｰﾙ前に放りこみｼｭｰﾄしていたのを､今日はｺﾞｰﾙ
裏からの縦ﾊﾟｽやサイドからの横ﾊﾟｽにｺﾞｰﾙ前で合わせる戦法に
変えてきたｸﾚｲﾝｽﾞ。その戦法が当たったのか､開始 2 分､ｺﾞｰﾙ裏
からのﾀﾞｰｼ（#20）のﾊﾟｽを怪我からの復帰を宣言するかのように､ﾗ
ｲｱﾝ（#71）がｺﾞｰﾙ前で合わせて先制点。そして 2 点目は相手より
2 人多いﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰで賢吾（#3）のﾘﾊﾞｳﾝﾄﾞをここ最近チョッと元気
がなかったま〜しゃ（#18）が決めて 2 点目。復活を願いたいものだ。
その後もｺﾞｰﾙﾗｯｼｭ。そして、同じく元気がなかったといえば、西脇
(#11)も 2 本ｺﾞｰﾙを決め､試合後のｺﾒﾝﾄでは、『ﾊｯﾄﾄﾘｯｸを狙って
いました。次は頑張ります！』と。日光での 2 連戦あわせて 15 得
点を取ったｸﾚｲﾝｽﾞ。次の帯広でも暴れ回ってほしい。(ゆず母)

◆新基準！ルール改正
今季からﾍﾟﾅﾙﾃｨの基準が厳しくなった。
●ｽﾛｰｶﾞﾝ
1.選手のｽｷﾙ･ｽﾋﾟｰﾄﾞを妨げる反則は厳しくｼﾞｬｯｼﾞする。
2.ﾊﾟｯｸｷｬﾘｱに対しては、正当なﾎﾞﾃﾞｨｰﾁｪｯｸのみが許される。
3.ﾉﾝﾊﾟｯｸｷｬﾘｱに対しては､いかなるｵﾌﾞｽﾄﾗｸｼｮﾝ（妨害行為）も
許さない。
4.反則を誘うようなﾀﾞｲﾌﾞ（ｱﾝｽﾎﾟｰﾂﾏﾝﾗｲｸｺﾝﾀﾞｸﾄ）に対しても厳
しくｼﾞｬｯｼﾞする。
5.ｽﾃｨｯｸは、ﾊﾟｯｸを扱う道具であり、相手選手を攻撃・妨害する
ための武器ではない。
昨季まではﾅｲｽﾌﾟﾚｰが今季からはﾍﾟﾅﾙﾃｨとなってしまう。ﾊﾟｯｸを
持っていない選手に対してはいかなる妨害行為も出来なくなった
のはもちろんだが､ﾊﾟｯｸｷｬﾘｱに対してもｽﾃｨｯｸを使っての妨害行
為は出来なくなった。またｺﾞｰﾙ前でよく見られた相手の股間にｽﾃ
ｨｯｸを入れ､動きを妨害する行為は相手が倒れなくてもﾍﾟﾅﾙﾃｨに
なる等､基準が大きく変わった。さらに新ﾙｰﾙとしてﾃﾞｨﾌｪﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･
ｿﾞｰﾝで手またはｽﾃｨｯｸでﾘﾝｸ外に直接にﾊﾟｯｸを打出した場合に
は､競技遅延のﾍﾟﾅﾙﾃｨとなる。ただし､防御ｶﾞﾗｽのない場所（ﾌﾟﾚ
ｰﾔｰﾍﾞﾝﾁ等）は､ﾍﾟﾅﾙﾃｨとならない。他にｱｲｼﾝｸﾞは GK がｸﾘｰｽﾞ
から出ている場合はｱｲｼﾝｸﾞとはならない。ﾊﾟｯｸがｸﾘｰｽﾞを横切っ
てもｱｲｼﾝｸﾞとなる。上記以外にも今季からは多くのﾙｰﾙが変更さ
れている。ﾙｰﾙを覚えるとﾎｯｹｰ観戦がさらに楽しくなるぞ！(まさ)

◆クレインズ戦士 コラムシリーズ第２弾 No．24 飯塚洋生

#24 飯塚 洋生（いいづか ひろお/愛称：ｺﾞﾏ）
鳥取中 → 釧路工業高 → 日本製紙ｸﾚｲﾝｽﾞ
今回は入団 11 年目を迎えた「ｺﾞﾏ」こと飯塚洋生選手（#24）。ｺﾞ
ﾏの由来はｱﾆﾒ「少年ｱｼﾍﾞ」に登場した「ｺﾞﾏﾌｱｻﾞﾗｼ」の「ｺﾞﾏちゃ
ん」に似ていたから・・。くりっとしたその瞳に吸い込まれるようにﾌｧﾝ
になった方も多いのではないだろうか？日本ﾘｰｸﾞ時代から出場回
数は 300 試合を超えるﾍﾞﾃﾗﾝ選手。その長い選手生活の中では
対雪印戦では顔面にﾁｪｯｸをくらい 13 本歯を折ったことも。しかし
翌週から出場という顔に似合わない鉄人さも兼ねそろえている。ま
た試合数の割には 64 しかない反則数を考えると顔同様の紳士さ
がうかがわれる。そんなｺﾞﾏだがここ数年は 4 ｾｯﾄのｳｨﾝｸﾞとして起
用され、石黒選手（#27）・竹内選手（#32）らとともに活躍している。
若手選手が続々入団しﾎﾟｼﾞｼｮﾝ争いが激化する中、2 ｾｯﾄ目に
起用された 11 月 1 日・2 日の長春富奥戦では本来持っている得
点力をみせつけた。この試合で初日は 2 ｺﾞｰﾙ、翌日はまたもや
2 ｺﾞｰﾙ＆2 アシストを叩き出した！ 1 日のﾋｰﾛｰｲﾝﾀﾋﾞｭｰでは「ﾗ
ｲﾝﾒｲﾄのｽﾋﾟｰﾄﾞについて行かなければならないというﾌﾟﾚｯｼｬｰがあ
った。」と謙虚に話していたが長年前線で活躍していた彼には造
作も無いこと。見事に結果を残した。ｺﾞｰﾙも今季すでに 6 得点。
ﾁｰﾑ内では 6 番目の成績だ。そんな絶好調のｺﾞﾏに帯広での王
子戦に向けて意気込みを聞くと「どのﾗｲﾝで出るかは分かりません
が、毎ｼﾌﾄ集中してﾌﾟﾚｰをし、勝利に貢献したいです（゜∀゜）」とﾓ
ﾁﾍﾞｰｼｮﾝは高い。ﾌｧﾝへ向けては「いつも応援ありがとうございます。
優勝の為には選手の力はもちろん、みなさんの力も必要です。今
まで以上の熱い応援お願いしますヽ（̀Д´）ノ」とのﾒｯｾｰｼﾞももらっ
た。ここぞという時のﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｾﾝｽや得意のﾘｽﾄｼｮｯﾄでﾈｯﾄを揺
らし、今季こそｸﾚｲﾝｽﾞを優勝に導いてほしい！がんばれｺﾞﾏ！
なお「試合の後は甘いものが食べたいナー（´・ω・̀）」と言う事なの
で、ﾌｧﾝの皆さん差し入れは甘いものをよろしくお願いします・・・
（顔文字は本人の物です） (きゅう)
◆釧路・旭川・札幌へｸﾚｲﾝｽﾞの応援に行こう！
残念ながら今ｼｰｽﾞﾝの帯広での試合は､今日で最後｡しかし､ｸﾚｲ
ﾝｽﾞのﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞ残り試合のうち､日本開催試合は全て北海道
で行われる｡観光&ﾄﾞﾗｲﾌﾞがてら､ｸﾚｲﾝｽﾞの応援に行こう｡
まずは､ﾎｰﾑ･釧路ｱﾘｰﾅだ｡帯広から約 120Km､ﾄﾞﾗｲﾌﾞ時間約 2
時間 30 分で到着する｡ｱﾘｰﾅは国道 38 号線沿いにあるのですぐ
に見つかる｡釧路でのｹﾞｰﾑは 12/2（土）､3（日）の浩沙 2 連戦､27
（水）､28(木）のﾊﾞｯｸｽ 2 連戦､1/6（土）､7（日）の西武 2 連戦｡ｸ
ﾚｲﾝｽﾞの応援でおなかをすかせ､炉端焼き屋さんで釧路の海産物
に舌鼓を打とう｡
12/20（水）は､旭川で王子製紙戦｡帯広から約 170Km､ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
時間約 3 時間 30 分で､旭川大雪ｱﾘｰﾅに到着する｡ｱﾘｰﾅへは
国道 38 号線で富良野へ行き､国道 237 号線で旭川へ｡ｱﾘｰﾅは
国道 237 号線沿いにあるのですぐに見つかる｡人気の旭山動物園
で､冬の名物｢ﾍﾟﾝｷﾞﾝの行進｣を楽しんだあと､夜はｸﾚｲﾝｽﾞの応援
だ｡

12/23（土）と 24（日）は札幌集結戦で西武･ﾊﾞｯｸｽと対決する｡
帯広から約 200Km､ﾄﾞﾗｲﾌﾞ時間約 4 時間で､札幌月寒体育館に
到着する｡ﾁｰﾑもﾌｧﾝも集結するこの 2 連戦でｸﾚｲﾝｽﾞを力の限り
応援し､ﾁｰﾑから勝利という最高のｸﾘｽﾏｽﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄをもらおう! そし
て､ﾚｷﾞｭﾗｰﾘｰｸﾞの締めくくりは､1/20（土）､21（日）に敵地苫小牧
に乗り込んでの王子製紙 2 連戦｡帯広から約 200Km､ﾄﾞﾗｲﾌﾞ時
間約 4 時間で､王子製紙ｽｹｰﾄｾﾝﾀｰに到着する｡日照峠を越え
て苫小牧へ｡ｱﾘｰﾅは駅前からすぐのところにある｡北海道ﾀﾞｰﾋﾞｰ
を制覇して､勝利のﾎｯｷ貝を堪能しよう｡ｱｼﾞｱﾅﾝﾊﾞｰﾜﾝを目指し
て戦うｸﾚｲﾝｽﾞ戦士たちを道内各地で応援しよう(Hiro@9 時間)!
＜11 月の試合予定＞
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）
＜1 月の試合予定＞
6 日（土）､7 日（日） VS 西武（釧路）
20 日（土）､21 日（日） VS 王子製紙（苫小牧）
◇集まれ！つるっ子メンバー＆ML 募集
現在つるっ子は 12 名で構成されているが､東京１名､ｱﾒﾘｶ１名､ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ 1 名と離れており､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(以下 ML 組)から参加し
てみてはどうですか？現在 ML 組は釧路 8 名､札幌 1 名､中川町 1
名､東京 2 名､千葉 1 名、栃木 2 名の合計 15 名で活動してます。
ｺﾞｰﾙ裏で実働部隊として活動したり､ﾒｰﾙではﾆｭｰｽ作成､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？気の向いたときだけの参加で OK。希望者は直
接つるっ子か下部連絡先まで！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 （そろそろ限定ｸﾞｯｽﾞの告知があるよ）

◇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！掲示板では試合時､ﾌｧﾝの方からの実況
ｺﾒﾝﾄがつらなる「ふんどしﾚｽ」が名物。ｸﾚｲﾝｽﾞﾌｧﾝなら必見だ。
○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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◆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/

