◆12/2（土）vs 浩沙３回戦（丹頂ｱﾘｰﾅ）
☆5-1(1-0,2-1,2-0)①G11 A17.32 ②G2 A32 ③G26 A21.7 ④
G20 A18.7 ⑤G33 A10-26
久々の釧路の試合、相手は浩沙。序盤、助っ人外人を中心に
よく動く相手ﾁｰﾑに苦戦を強いられるも、7 分過ぎに西脇(#11)
が先制点を決めるとそこからはｸﾚｲﾝｽﾞﾍﾟｰｽ。反則数が両ﾁｰﾑ
合わせて 9 しかな
い中おとずれた 5
対 3 のﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰを
2 つとも決めて 4-1、
さらには終了間際
に鬼頭(#33)の今
季初ｺﾞｰﾙが飛び
出し、快勝のｹﾞｰﾑ
であった。
◆12/3（日）vs 浩沙３回戦（丹頂ｱﾘｰﾅ）
☆14-1(3-0,6-1,5-0)①G18 A3.20 ②G19 A10.21③G32 A3 ④
G32 A2.23 ⑤G18 A10 ⑥G32 A11.17 ⑦G24 A20.23 ⑧G18
A20.3 ⑨G11 A26.30 ⑩G18 A20.24 ⑪G23 A2.32 ⑫G11 A26.7
⑬G26 A20.23 ⑭G33 A21.19
この日も序盤は浩沙にﾍﾟｰｽを握られたｸﾚｲﾝｽﾞ。開始 10 分まで
に危ない場面が何度かあったが、そこを乗り切るとｴｰｽま〜し
ゃ(#18)のｺﾞｰﾙを皮切りに次々とｺﾞｰﾙﾗｯｼｭ。ﾌﾟﾘﾝｽ竹内(#32)とｴ
ｰｽま〜しゃがﾊｯﾄﾄﾘｯｸを決め、またまた試合終了間際には鬼
頭(#33)がｽﾗｯﾌﾟｼｮｯﾄを決めるなど 14 得点で 14 連勝を飾った。
◆12/6（水）vs ｱﾆｬﾝﾊﾙﾗ 3 回戦（安養）
☆5-4(2-2,2-0,1-2)①G7 A26.3 ②G21 A10.26 ③G19 A21 ④
G11 A17.22 ⑤G24 A26.18
韓国遠征初戦、相手は昨年の遠征で苦渋をなめさせられ、釧
路でもｵｰﾊﾞｰﾀｲﾑまで粘られたｱﾆｬﾝﾊﾙﾗ。立ち上がりに 2 点取
られ今年もか･･･と悪夢がよぎったが、1 ﾋﾟﾘにﾃﾞｨｯｸ(#7)と酒井
(#21)が取り返し同点に追いつくと、2 ﾋﾟﾘには博史(#19)と西脇
(#11)が、3 ﾋﾟﾘにはｺﾞﾏ(#24)が決めて 5-2 と突き放した。しかし、
粘るﾊﾙﾗは 2 点差から 6 人攻撃を仕掛け、1 点差に詰め寄るも
ｸﾚｲﾝｽﾞが守り抜き、15 連勝を飾った。
◆12/7（木）vs ｱﾆｬﾝﾊﾙﾗ 4 回戦（安養）
☆4-3(1-1,2-2,1-0)①G26 A20.7 ②G18 A20.24 ③G24 A26.18
④G32 A3.26
韓国遠征 2 戦目、今日も立ち上がりに１点取られる展開。しかし、
13 分に訪れた PP のﾁｬﾝｽにﾃﾞﾚｸ(#26)がｺﾞｰﾙを決め同点に追
いつく。2 ﾋﾟﾘには 1st ﾗｲﾝのま〜しゃ(#18)とｺﾞﾏ(#24)が決め突き
放すも、食らいつくﾊﾙﾗ。しかし試合終了 3 分前に竹内(#32)が
決勝点を決め、最後は 6 対 4 の PK をしのぎ 16 連勝を飾った。
◆12/9（土）vs ｶﾝｳｫﾝﾗﾝﾄﾞ 3 回戦（春川）
☆8-4(3-1,1-1,4-2)①G26 A20.3 ②G17 A11.32 ③G17 A2.11
④G20 A2.23 ⑤G20 A26.18 ⑥G19 A21.72 ⑦G19 A21.72 ⑧
26 A18-20
韓国遠征 3 戦目、相手は変
わって今期海外ﾁｰﾑで唯
一黒星を喫しているｶﾝｳｫﾝ。
昨年とは違い、大型外人を
補強しﾁｰﾑもまとまりを見
せている。立ち上がりすぐ
に 1 点を取られ手しまった
ｸﾚｲﾝｽﾞだがそこから大崩
れすることなく自分たちの形を作ると、11 分にはﾃﾞﾚｸ(#26)が決

め、その後よっち(#17)が 2 点決め一気に流れを引き寄せる。終
わってみれば、よっち、博史（#19）、ﾀﾞｰｼ(#20)、ﾃﾞﾚｸが 2 得点ず
つ決め、8 対 4 で韓国遠征 3 連勝となった。
◆12/9（土）vs ｶﾝｳｫﾝﾗﾝﾄﾞ 4 回戦（春川）
☆5-2(1-1,4-1,0-0)①G18 A20.26 ②G3 A7.20 ③G3 A17.2 ④
G20 A7.18 ⑤G26 A2.32
韓国遠征最終戦、ここは勝って 4 連勝で帰りたいところ。試合開
始 2 分で、ま〜しゃ(#18)が PP ｺﾞｰﾙを決め序盤からｸﾚｲﾝｽﾞがﾍﾟ
ｰｽを握る。1 ﾋﾟﾘ中盤に迎えた 3-5 の KP を 1 失点で食い止め、
2 ﾋﾟﾘはｷｬﾌﾟﾃﾝ賢吾
(#3)が 2 発、ﾀﾞｰｼ
(#20)、ﾃﾞﾚｸ(#26)が 1
発ずつ決め、5-2 で
勝利した。韓国が両
ﾁｰﾑはﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟが
図られているものの、
ｸﾚｲﾝｽﾞは付け入る
隙を与えず、4 連勝
で帰国となった。
◆12/20（水）vs 王子４回戦（旭川大雪ｱﾘｰﾅ）
★2-6(1-1,1-1,0-4)①G26 A17.7 ②G3 A10.21
年に一度の旭川開催、日本製紙旭川工場があるのになぜかｱ
ｳｪｲなｸﾚｲﾝｽﾞ。いや、道内はｸﾚｲﾝｽﾞのﾎｰﾑだ。と大応援団を結
成。応援では王子側を圧倒し、ﾎｰﾑｼﾞｬｯｸには成功した。肝心
の試合では、製紙会社ﾀﾞｰﾋﾞｰとあって白熱した試合。1 ﾋﾟﾘは王
子が先制するも、ﾃﾞﾚｸ(#26)が荻野の肩口を抜き追いつく。2 ﾋﾟﾘ
は KP に耐えた後の一瞬の隙から賢吾(#3)が持ち込みｽﾗｯﾌﾟｼｮ
ｯﾄで逆転。すると王子がまたもやﾊﾟﾜｰﾌﾟﾚｰをきめるなど、ｼｰｿｰ
ｹﾞｰﾑの展開に。しかし、16 分過ぎに悪夢が･･･ま〜しゃ(#18)が
放ったｼｮｯﾄは荻野の肩を抜き、ｺﾞｰﾙﾈｯﾄまでも突き破った。赤ﾗ
ﾝﾌﾟが点灯･･･したのにﾚﾌｪﾘｰはﾉｰｺﾞｰﾙの判定。この判定に怒
り心頭のｸﾚｲﾝｽﾞ、安堵の王子。この精神状態が 3 ﾋﾟﾘに影響、
2-6 で王子に敗北を喫した。今期は王子に 3 連勝中と勢いのあ
ったｸﾚｲﾝｽﾞ、ここでの敗戦を糧にして苫小牧ではﾘﾍﾞﾝｼﾞだ！
◆12/23（土）vsSEIBU 4 回戦（札幌月寒ｱﾘｰﾅ）
☆4-1(0-0,2-1,2-0)①G3 A26.17 ②G26 A18.20③G20 A18.24
④G17 A26.11
札幌のｸﾘｽﾏｽｹﾞｰﾑｽﾞ第 1 戦は
宿敵 SEIBU。相手にとって不足
なし!!月寒に駆けつけた 2000 人
超のﾌｧﾝの前で無様な試合は
見せられない。1 ﾋﾟﾘ、両者相譲
らずだが終了間際によっち(#17)
と内山がﾗﾌｨﾝｸﾞのﾀﾞﾌﾞﾙﾏｲﾅｰを取られ、荒れ模様を予感させる
展開となる。2 ﾋﾟﾘ、賢吾(#3)の放ったｼｮｯﾄがﾊﾟｰﾋﾟｯｸの足に当た
り、角度が変わってｺﾞｰﾙ。しかしここでまずﾊﾟｰﾋﾟｯｸが暴れだし
ﾃﾞﾚｸ(#26)に馬乗
り。ﾊﾟｰﾋﾟｯｸがﾍﾟﾅ
箱に入っている間
にﾃﾞﾚｸが落ち着
いて PP をものに
し 2-0。SEIBU も
反撃に出、2 ﾋﾟﾘを
2-1 で終わる。そ
して 3 ﾋﾟﾘ 10 分過
ぎに今度は潤(#2)
を相手にﾊﾟｰﾋﾟｯｸ

が暴れだした。そして、ｸﾚｲﾝｽﾞはﾀﾞｰｼ(#20)のｺﾞｰﾙ、よっちの
EN でｹﾞｰﾑを決定付けると、三度ﾊﾟｰﾋﾟｯｸは暴れだした。ﾀﾞｰｼに
喧嘩を吹っかけ、ﾊﾟｰﾋﾟｯｸは数試合の出場停止処分。
ｱｲｽﾎｯｹｰには乱闘が付き物であり、ｹﾞｰﾑがｴｷｻｲﾄしてしまう
のは仕方ない。しかし、観客をしらけさせる、不快にさせる後味
の悪い試合にはしないでもらいたいものだ。
◆12/24（日）vs ﾊﾞｯｸｽ 4 回戦（札幌月寒ｱﾘｰﾅ）
☆8-1(2-0,4-0,2-1)①G11 A17.32 ②G17 A3.32 ③G11 A15.27
④G23 A11.18 ⑤G11 A10.17 ⑥G26 A18.3 ⑦G18 A26.7 ⑧
G22 A10.19
昨日のあおりを受けてﾀﾞｰｼ
(#20)が欠場。替わりによっち
(#17)が古巣相手にｾﾝﾀｰで出
場。ﾊﾞｯｸｽのﾍﾞﾝﾁにはｾﾙｼﾞｵ
越後が･･・この日は西脇(#11)
ﾃﾞｰとなった札幌月寒ﾘﾝｸ。1 ﾋﾟ
ﾘ 11 分に PP ｺﾞｰﾙを決めると
応援席にはﾛﾅｳｼﾞｰﾆｮのﾎﾟｰ
ｽﾞで声援に応える。2 ﾋﾟﾘには
ｼｭｳﾍｲ(#15)のﾊﾟｽに反応しｺﾞ
ｰﾙに叩き込むとその 2 分後に
もう 1 点追加し、ﾊｯﾄﾄﾘｯｸを達成した。他にも大澤(#23)がきれい
な形でｺﾞｰﾙを決める等攻めの形はｸﾚｲﾝｽﾞらしいものであった。
しかし、若干気になったのは、ﾊﾞｯｸｽにいいように走られていた
こと、終了 5 秒前に失点してしまったことだ。ﾌﾟﾚｰｵﾌを勝ち抜く
には結果だけでなく、試合内容にもこだわりたい。ｸﾚｲﾝｽﾞならき
っと修正してくれるだろう。
◆ｸﾚｲﾝｽﾞ戦士ｺﾗﾑ第 4 弾 No.23 大澤 秀之

愛称：ﾋﾃﾞ 1979 年 1 月 5 日生まれ 山羊座 Ａ型
苫小牧錦岡小→苫小牧凌雲中→苫小牧工業→東洋大
今回は入団 6 年目を迎えた大澤秀之選手。大学 4 年の時には
3 大大会 MVP に選ばれ、2001 年東洋大から伊藤雅俊選手と共
にｸﾚｲﾝｽﾞ入りした。ﾎﾟｼﾞｼｮﾝは DF、FW とは違い華やかさはない
が、相手に得点をさせない為の仕事をしている。ﾋﾃﾞの売りはも
ちろん鍛えられた身体を武器にしたﾌｨｼﾞｶﾙなﾌﾟﾚｰとﾎﾞﾃﾞｨｰﾁｪｯ
ｸ。相手ＦＷに仕事をさせないまさにﾃﾞｨﾌｪﾝｼﾌﾞな DF だ。また相
手をｺﾞｰﾙ前に入れないようﾊﾞｯｸｽｹｰﾃｨﾝｸﾞで外へ追い出す動き
も派手さはないがｸｰﾙで魅力的だ。更には、11/25 の長春富春
戦でﾊｯﾄﾄﾘｯｸを決めるなど今期（12/25 現在）8 得点をあげてお
り、実は攻めても良しなのである。皆さんしっかり見て下さいネ。
ｸﾘｽﾏｽｹﾞｰﾑのときにﾋﾃﾞに直撃ｲﾝﾀﾋﾞｭｰしたところ「1 対 1 での
相手を自由にさせない動き、ｺﾞｰﾙ前での的確な判断を見てくだ
さい!!ｱｲｽﾎｯｹｰは面白く激しいｽﾎﾟｰﾂなので是非みんなで見に
来てください」とのこと。今年はｼﾞｭﾆｱの誕生、そして今期も日本
代表に選ばれるなど公私共に充実しているﾋﾃﾞ、今後、3 冠奪取
の原動力として益々活躍してくれるでしょう。期待しています。

◆短冊に願いをこめて
今季こそ・・願いよ届け。ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ初代王者に君臨したｸﾚｲﾝｽﾞ。
悲願の初のﾀｲﾄﾙを奪取したものの他ﾁｰﾑから軽視されていた。
この優勝は重みが無い・・。2004-2005 ｼｰｽﾞﾝから日本ﾘｰｸﾞが
廃止されｱｼﾞｱﾘｰｸﾞに完全移行、ここで優勝してこそ真の王者だ
ったが・・。しかし一昨年は初のｾﾐﾌｧｲﾅﾙ突破、昨季はﾌｧｲﾅﾙ
に初の王手をかけるところまで勝ち進んだ。だからこそ今季、
優勝への願いは強い。その熱い願いをﾁｰﾑへ伝えよう。今季も
「短冊横断幕」ﾍﾞﾝﾁ裏へ掲げます。選手達はみんなの熱いﾒｯｾ
ｰｼﾞをを読んでいる。みんなの熱いﾒｯｾｰｼﾞで勇気付けられてい
る。ﾁｰﾑ・ｻﾎﾟｰﾀｰ一丸となりﾌﾟﾚｰｵﾌという長く険しい道を優勝と
いうｺﾞｰﾙに向いながら進んでいる。自分達の心意気を、選手へ
の激励ﾒｯｾｰｼﾞを小さな短冊に載せ伝えよう！
〔受け取り方法〕
○試合に来られる方・・・丹頂ﾘﾝｸ 2F つるっ子ﾌﾞｰｽ
○来られない方・・・ 郵送します。または自分でｶｯﾄ（色：黒か赤、
ｻｲｽﾞ：縦 102mm、横 49mm 多少の誤差は問題ありません）
〔応募方法〕
○試合に来られる方・・・つるっ子ﾌﾞｰｽ回収箱(1/7 最終）、苫小
牧王子製紙戦(1/20、21)でつるっ子に直接
○来られない方・・・十条ﾘﾝｸ 2F とｽｹｰﾄﾊｳｽに設置する「つるっ
子短冊受付箱」。もしくは郵送。最終締切りは 1 月 30 日とします。
〔注意事項〕紙は縦長に使う。文字は横でも縦でも OK。1 人何
枚でも良いが同じﾒｯｾｰｼﾞは書かないで下さい。
◆結束ﾏﾌﾗｰで栄光をつかめ！
昨季好評だった「結束ﾏﾌﾗｰ」、希望総数は何と 370 枚。しかも
配布後希望者が殺到したが、発注の関係で限定発売となった。
このﾏﾌﾗｰは「ﾎｰﾑ･ｱｳｪｲとわずさまざまな場所でこのﾏﾌﾗｰを巻
くことによりﾌｧﾝ同士の結束を高めたい！」「ﾁｰﾑの 5 つ目のｾｯﾄ
として力を合わせ後押ししたい！」そんな意味から製作した。こ
れから始まるﾌﾟﾚｰｵﾌ、ｱｼﾞｱﾘｰｸﾞ優勝に後押しする為、更なる結
束が必要だ。そう考え昨季手にすることが出来なかった方や新
たにﾌｧﾝになった方の為にも、ﾆｭｰﾃﾞｻﾞｲﾝで製作することにした。

〔仕様〕 ・寸法 150cm×18cm ・素材ｱｸﾘﾙｳｰﾙ
〔購入方法〕名前、送り先、希望本数をﾒｰﾙにて
cranes@horae.dti.ne.jp(寺山)送ってください。
〔金額〕原価。1 本 2200 円ですが合計本数が多くなれば最低
2000 円まで下がります。
〔完成予定〕2 月中旬
〔受け取り方法〕①3/3(土)、4(日)ｾﾐﾌｧｲﾅﾙ時、直接受け取り(送
料無し） ②郵送
〔支払い方法〕金額が決定し次第、お知らせいたします。
〔HP＆ﾒﾙﾏｶﾞ〕詳しい状況は HP とﾒﾙﾏｶﾞをﾁｪｯｸしてください。
◆ﾌﾟﾚｰｵﾌはﾒﾙﾏｶﾞを要チェック！
現在購読者 300 人を超えた「居酒屋つるっ子」ことつるっ子から
配信される携帯ﾒｰﾙﾏｶﾞｼﾞﾝ。すでに知っていると思うが試合結
果はもちろんのこと、ｲﾍﾞﾝﾄ情報もいち早く知ることができる。こ
れから始まるﾌﾟﾚｰｵﾌの応援やﾏﾌﾗｰの近況報告をﾒﾙﾏｶﾞを使い
伝えていきます。みんな！ﾒﾙﾏｶﾞ要ﾁｪｯｸや！
○ﾒﾙﾏｶﾞ（携帯登録用） http://mini.mag2.com/
上部 URL から「ミニまぐ」にｱｸｾｽ。検索で「つるっ子」と入力
つるっ子通信 2006-2007 Vol．7（発行 06.12.27）
作成〔つるっ子＆つるっ子 ML 組〕
◆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/

