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岡野貞一作曲

藤村作作詩

歌

文 学 溥 士

校

東京音楽学校教授

尽冴七勾流利末代ａ

︑４Ｑかみは３か域厘く

水に我等丿馨けＴＩＩ

若さ生命ｆ︲・讃へつつ

若１・生命Ｃ︲讃へつつ

み空にＤびく日本海

沖ｒり寄す３巨濤Ｇ

強？力ｒ７学びっり

４Ｎ% 勢に

強斗︱力ｒ学リ︑︐ １

こー︑平和ａ相樽子山

常盤ａ緑旭日に

映え７我等Ｑ麗はー１

清４．操Ｋ'Ｗｒｒ

清？操K'yr7

象徴Ｃ︲かかげＤ々寸４に

四︑薫叱高？学び舎ａ

学．５Ｇ道Q︲究おｒや

奮へ桧陵我ゼ健児

奮へ松陵我が健児

︲ーーーーーー一

肇氏
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みなさん今晩は︑鈴木裕美子です︒高い所か
らたいへん失礼ですが︑少しの間お時間を頂き
ます︒お時間は十五分ほどということで︑講演
会などと申されましても︑私は専門が自転車の
競技選手です︒走ることはこの十数年間ほとん
ど毎日やってまいりましたので︑自転車をこぐ
のは苦もなくやれるのですが︑口を動かして話
すのは非常に不得手で︑みなさまのお耳ざわり
になるかもしれませんが︑なにとぞよろしくお
願いいたします︒

バルセロナ・オリンピック自転車競技選手
鈴木裕美子さん 新制三一期

南欧の炎天下を銀輪で疾駆して

第一部 講演会

平成四年能代高校東京間寧 ご会総会開催
﹈●講演者紹介●
今日はお忙しい中をお集まり頂きまして︲︲.︲
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︲︲︲︲ありがとうございます︒恒例の同窓会総会

で第一部が講演会︑第二部が総会の議事︑
第ゴ廊が懇親会となっております︒
第一部の講演会ですが︑今日はみなさん
すでにご存知の新制三一期卒業の紗不裕美
子さんにお願いいたしております︒但ダは
この度バルセロナ・オリンピックの自転車
ロードレース競技に参加しまして︑過酷な
競技にもかかわらず実力を存分に発揮して
まいりました︒彼女は非常に熱心な方で︑
私どもが欲ダを知ってから何年もの間︑こ
︲︲︲︲の自転車競技一筋に打ち込んで来ておりま
︲︲．す︒日本ではあまり陽の目を見ない自転車
.競技に︑情熱を注ぎ研讃を積み重ねてきた
.︲︲
︲︲︲わけですが︑今回見事にオリンピックの代
一表としての栄誉を勝ち取られました︒

ＩＩＩ−ＩＩ−ＩＩ−ＩＩ−ＩＩ−ＩＩ︱ＩＩ−ＩＩ︱ｌｉ︱ｉーーーーーー■１■ーーー■−ー■一−−︲−ー１■ーー

そのことについて︑あまり時間もありま
せんので簡単に︑成績云々ではなく︑バル
セロナーオリンピックヘ出場したこと︑そ
こに至るまで数々の努力をしてきたことに
ついてご披露して頂きたいと︑無理なお願
いをいたしましたところ︑快くお引き受け
くださいました︒どうぞみなさん︑この後
彼女の体験と努力のーこまをご静聴頂けれ
ばありがたいと思います︒それでは鈴木さ
ん︑よろしくお願いいたします︒

平成四年十月二日・
於 ・ 藁︼渓

午後五時
会 館

㎜‑‑‑●㎜

第一部・講演会

第二部総貪．

1︲二部・．懇親会．・

まず最初に︑今回のオリンピック出場に際し
まして︑すぐさまこの会の事務局を始めみなさ
んから多大なお祝いと支援を頂きましたこと︑
また︑帰ってからもこのようにすぱらしい報告
のチャンスを頂きましたこと︑また長い間応援
を続けて頂きましたこと︑これからもよろしく
という気持ちも込めまして︑本当にありがとう
ございますと︑お礼を述べさせて頂きます︒
バルセロナについてご百ということですが︑
オリンピックでの成績は五十位で︑一応着に入
れたのは本当に幸いでしたが︑同時に世界の壁
の厚さをいやというほど思い知らされてまいり
ました︒一口に言いますと︑オリンピックとい
うのは︑各国のすべての競技の一流選手が集ま
る一種のお祭です︒バルセロナという街に関す
る情報は︑選手村の中にいるかぎりではわかり
にくいところもありましたが︑とても暑い所だ
ったということ︑お祭の雰囲気はみなさんテレ
ビなどでご覧になったかと思いますが︑ 私にと
っては夢のような場所であり︑楽しく三週間ほ
ど過ごさせて頂きました︒レースのほうは先ほ
ど申し上げました週り︑自分の無力というか世
界の実力を思い知らされました︒もし年をとっ
て余裕があれば︑もう一度バルセロナを訪れて︑
ゆっくり心落ち着けて街の中を見て回りたい気
がします︒あるいは︑ここではこんなレースが
あったなと思い出をたどるチャンスがあればい
いなと思っております︒
オリンピック選手になれた経験を今後にどう
生かすか︒白紅一車競技を始めてから十二年ほど
になりますが︑まだまだ自転車競技に携わる者

２

小
林

としては︑本当に大きな意味があったと思いま
す︒自転車はみなさんも普役目にしている通り︑

ロナヘも持って行きました︒え１︑自転車競技
の種目は︑ロードレースと競技場の中で行われ
る種目の二つに分けられます︒みなさんご存知
の競輪に代表されるトラック種目では︑スプリ
ント種目というのが︑プロの世界では中野浩一
選手が十連覇した種目であり︑四年前ソウルオ
リンピックの女子代表の一つの枠をめぐって︑
私が橋本聖子さんと争った種目です︒そのほか
タイムトライアルなどがあります︒これに対し
てロードレースは︑路上の長い距離︑女子です
と世界で一番長い場合は約百キロに近い︑この
度のオリンピックでは八一キロという距離でし
たが︑これを走破するわけです︒男子の場合は
なんと驚くことに二百キロに近い距離で行われ
る種目です︒私は今度のオリンピックで︑この
ロードレースに参加しました︒
この自転車が普通の実用的な自転車とどこが
違うかと申しますと︑自転車は足が動力源でペ
ダルを回すことで推進するわけですが︑普通の
自転車の場合は踏むことによってのみ動力を得
ます︒これに対して競技自転車は︑ペダルを踏
むときばかりでなく︑引き上げるときにも助力
が得られるようになっているのです︒つまりぺ

午後五時開始予定於・芭渓会館

ダルをできるだけよく回すということが重要に
なります︒したがって︑ストライプと言います
が︑この紐でペダルに足を固定します︒ストラ
イプで縛り付けることによって︑もちろん自転
車と身体が一緒になってしまって︑非常に危な
いことではあるのですが︑転ばない限り非常に
遠く走れるのです︒この点が実用自転車とは大
きな違いと言えます︒また︑競技場用のトラッ
クレーサーという自転車は︑よくみなさんもブ
レＦキもなにもないだろうとおっしやるのです
が︑その通りでして︑それは走るということに
頑固にできているというのでしようか︑固定式
になっていて︑バックもできるのですね︒とこ
ろが︑ロードレーサーは実用車と似ているとこ
ろがあって︑このように空回りもできます︒で
すからブレーキもついておりますし︑こちらは
走るのに使うということであれば︑普段の生活
の実用的な道具として活用することもできるわ
けです︒ただし︑お買い物に行って大根などを
乗せて帰るというのには不向きにできておりま
す︒昼日中に走る︑あるいは健康的な目的のた
めにサイクリングをするということであれば︑
びったりの自転車なのです︒
レースで遠く走るためにいろいろな工夫がな
されております︒そのーつとして︑まず非常に
軽くできています︒部品の開発に各国がしのぎ
を削っていて︑ごく最近では︑たとえばデスク
ホィールと言いまして︑円盤状になった車輪な
どを使うなどの工夫がされています︒私の自転
車はたまたまご千万円ぐらいしますけれども︑
もちろん普通の自転車屋さんでは五万円代ぐら
いからのがあるそうですし︑コーチでもある私
の彼が自転車屋さんをやっておりますので︑ご

平成五年度東京同窓会総会のお知らせ十月一日︵金︶

用の方はよろしければどうぞ︒と︑これは少し
余談になりましたが︑最近は︑少しずつこうい
う自転車の存在もみなさんに知られてきている
ようです︒
ちなみに私の自粘卑はメイドイン世旧谷︑純
国産品で約三十万円︒フレＦムの部分が私用に
私の手足の長さに合わせて︑世田谷にあるわが
社に設計させたオーダーメイドで︑素材は鉄の
パイプ︒これを非常に薄く伸ばして使用してお
りますので︑とても軽量です︒また︑軽量の中
にも十分な強度が工夫されております︒
だんだん時間も押し詰まってきたようです︒
ちょっとここにあるローラー台という物に乗っ
てみたいと思うのです︒ここにある機械は三本
ローフーと言いまして︑よくトレーニングなど
に使われる器具です︒ウォーミングアップや準
備伍撞などの際︑外を走り回らなくても︑この
上で自転車をこぐことができます︒ちょっとバ
ランスをとるのが難しいところもありますが︑
この上で自転車をこいでみたいと思います︒そ
れで最後にしたいと思います︒これは独楽︵こ
ま︶の原理と同じで︑こがないと剥れてしまい
ますので︑最初の方は気をつけて乗らないと︑
よく落っこちて怪我をしますから注意してくだ
さい︒⁝⁝雨の日のトレーニングとか︑時間を
区切った走行練習とか︑慣れればいろいろな使
い方もできますが︑最初はまず落ちないように
十分気をつけなければなりません︒⁝⁝という
わけで︑いろいろチョロチョロとやりましたけ
れども︑慣れないことで大変中し訳ありません
でしたが︑また会場でも︑聞いてみたいことな
どありましたら︑どうぞご瑶原なくお尋ねくだ
さい︒今日はどうも失礼しました︒

開始時間を気にせず気軽にお運び下さい

３

平成四年夏の可ーバー再現観戦記①

十四年ぶりに甲子園の土を踏んだ能代高ナイ
ンは︑オリックスーブルーウェーブぱりのユニ
フオームに身を包み︑八月十四日午前十一時︑
対佐賀東高戦のプレーポールを迎えた︒甲子園
上空は三日ぶりの晴天︒灼け焦がすぱかりの炎
暑が︑三塁側に陣取った母訟応援席の熱気に油
を注ぐ︒なにしろ今年の能代高校はスポーツの
当たり年︒自転軍の紗不裕美子選手のバルセロ
ナ・オリンピック出場に続けとばかり︑野球部
も硬・軟取り揃えての全国大会出場である︒
︲ｆｃい︷冗よい
宍１もまの間間
︱回表︵能代︶ 池端・柳谷凡退の後︑主砲大
塚レフト線を痛烈に抜く二塁打︒佐買束角投手
の暴投で三塁進塁︒加諌四球の後︑成田三遊間

を破る先制タイムリーで大塚をホームに迎え入
れる︒
飾代応援団︑早くもこの試合頂きとぱか
りの驚喜乱舞︒
１回裏︵佐賀束︶ ２番平旧︑四球で出た中尾
を型どおりバントで二塁へ︒３番野中を２ー０
と追い込んだ時︑串尾三盗︒いさいかまわず投
げ込む成田の３球目を野中スクイズ︒たちまち
同点に追いつかれる︒
アＳァ︑あそこで１球ウェストしていレ
バと︑ノーヒットで与えた失点に︑どこ
からともなくため息がもれる︒
３日表柳谷セカンドェラＦで出塁︒しかし︑
盗塁失敗︒大塚三塁強襲︑２本目の二塁打︒さ
らに加藤三遊間突破のヒットで続くが︑本塁を
突いた大塚本塁寸前タッチアウトで無得点︒

あの盗塁失敗がなかっタラ︑と野球部父
母会会長夫妻︵柳谷選手のご両親︶もチ
ョッピリ肩ｔふ洛とす︒しかし︑押し気味
に進める味方の試合展開に応援団はます
ます意気盛んだ︒
３回裏中尾の大飛球をセンター池端ダイビン
グキャッチ︒平田に初ヒット・初球盗塁を許す
が︑続く野甲のヒット性の当たりを︑セカンド
諏訪︑またまたダイビングキャッチ︑一塁送球
間一髪アウトでチェンジ︒
内外野の相次ぐファインプレーに︑ます
ます応援の熟が入る︒

敵の１１肖まの
街⁝中−じａまス

５回裏 この回の生顔打者小笠原セカンド前の
内野安打すかさず二盗︑キャッチャー加藤の送
球が諏訪の頭上を大きく越して︑小笠原ご一塁進
塁︒まだノーアウトだ︒何とか抑次ての願いも
空しく︑角のセンターフライで１点の先行を許
す︒１点ぐらいドンマイ︑ドンマイ︒だが︑佐
賀束の揺さぶり戦法が続く︒バントヒットで出
た納冨を中尾バントで二塁に送る︒平田のゴロ
をファースト菊地エラー︒２死ながら走者万
一二塁のピンチ︒なんとこの時︑ダブルスチール︒
加諌の二塁活球の間に︑一二塁走者生還︒成田投
手はまだヒットらしいヒットは︑１本しか与え
ていないのに︑点差を２点と広げられる︒
バントと盗塁の揺さぷりに︑やや浮き足
立った感じの味方ナインにハッパをかけ
るＯＢ応援団︒最後の勝利を信じる高校
生応援団は︑必死の応援歌で声援する︒
７回表 １死後︑菊地ライト線ヒット︑好走よ
く二塁打とする︒こちらよりもうまい野球する
とは言っても︑やはり高校生︒佐賀東だって平
常心ではないのだ︒サァ︑チャンスだ︒向こう

４−

３８

８５３３

久保田
【審判】（主）夏目（塁）田中松田

わが三鼠側のコンバット・マーチがあり
きたりで少々あか抜けないのに引き換え︑
一塁側応援団が演じるフレンチ・カンカ
ンのメロディーがヤケにスマートに聞こ
える︒
８回裏先頭の川原田センタ上回ヒット︒石井
の送りバントで二塁進塁︒さらに︑永石の丁
二塁聞ヒット︒二塁走者勇躍ホＦムを突き︑あ
Ｓァ︑ここでダメを押されたかと思ったこの時︑
ライト柳谷の見事なバックホＦムが佐賀東の追
加点を封じた︒
好守の連続で何とかしのぐものの︑当初
押し気味だった試合も︑４回以降はさっ
ぱり︒佐賀束︱点のアヘッドに気の短い
ＯＢ応援団の中には︑早くも﹁寄付返せ
︱︑キフカエセＦ﹂コＦルを始める者も
いる︒しかし︑このコＦルはもちろんみ
なさん︑ご存知の政代標準語︒バッター
成田君には﹁キシカイセイ︑起死回生﹂
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石・氷小 片納塚
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残塁９

置l…弓乖‥‥‥
コ

〔二〕

…∃i……中犠三張‥‥‥‥‥
１

３中国・・

中平野川

０

三振
打

も浮き足立ってきた︒福司サードゴロ︒サード
小笠原この処理を過って︑走者丁二塁︒諏話
のゴロをショート野中エラー︒打者土崎の時︑
角投手の暴投で菊地生還︒１点差に迫り︑なお
もワンアウト走者二ー三塁︒一打逆転のチャン
スだ︒ここで︑沸かなければ応援団ではない︒
もちろん応援は沸きに沸いた︒いいぞ︑いいぞ︑
能代︒カッセー︑カッセー︑土崎︒ここーで一
発︑池端︒しかし︑応援空しく︑土崎一二振︑池
端三塁ゴロで二塁老君塚蒔タッチアウト︒アー︑
逆転のチャンスははかなく消えた︒
さーア︑あとー点だ︒まだまだいけるぞ︐
絶好の逆転機を逃した能代のＯＢ応援団
は︑少々ヤケ気味︒時折だれかが意味不
明の奇声を発する︒
７︲回裏デッドボールの納富の二盗一三盗︒し
かし︑１死後︑平田のスクイズは成田の好守で
はばみ︑納冨を本塁でタッチアウト︒平田盗塁︒
ここで成田の投球は百球を超えた︒

池柳大加成菊福川根諏土

３ｊｊ３ｊ
右左一三投

打者安振球慨
回
投手

１

ＣＣＣＣＣ

成田

中４０ ０１ﾆ犠…
右飛…右泄
田４０
０遊ｺﾞ‥‥‥一ｺﾞ…二覆…匯l
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【二塁打】大塚２ 永石菊地成田
【盗塁】池端川原中尾２ 平田４ 小笠原
梢富３【併殺】佐賀束１【失策】能代２ 佐賀
束３【暴投】角２
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と聞こえたかどうかは知らない⁝⁝︒

必笠々泌唄端椚の
ゝつつぷーりやーリ削唄

９回表成田センター前にポトリと落ちるヒッ
ト︒一瞬の隙を突いて一気に二塁打とする︒菊
地の送りバントで一二進︒続く福岡は一二塁鋼襲の
ヒットを放ち︑代走川原に代わる︒川原すかさ
ず二塁盗塁︒諏訪四球で１死満塁︒

こうなると︑さっきの﹁寄付返せＦ﹂コ
ールはどこへやら︑寄付も現金ならば︑
応援も現金︒一転して一気に逆転を期待
する狂気に変わる︒

これまでノーヒットの土崎ライト前ヒットで︑
成田同点の生還︒池端セカンドゴロでダブルプ

レーかと目をつぶるも︑駿足池端一瞬一塁セー
フ︒ダブルプレー崩れの間に︑つい先頃亡くな
られたお母さんの遺影の声なき応援が後押しし

たか︑川原が逆転のホＦムを駆け抜けた︒

５

ヤッター︑やったＩ︑やりました︒これ
ぞ︑能代高野球の神髄︒敵をぎりぎりま
で喜ばせておいて︑最後にひっくり返す
︵本当かな？︶︒名前も知らない者同士
が抱き合って喜ぶ︒誰だ？ どこのどい
つだ︒出てこい！ つい今しがた﹁寄付
返せ１﹂と怒鳴ったのは︒今まで生きて
きた中で︑いちぱん幸せ︑という顔をし
ているあの人だな︑きっと︒上中書ぐら
いではすまされんぞ︑ったくモー︒
９図表セカンド諏咽がサードに回り︑セカン
ドに根市が入る︒代打の２者をなんなく封じる
も︑粘る佐賀束高中尾ライト前ヒット︒平田サ
ード諏訪の前にセＦフティバントヒットを決め
る︒さらに中尾・平田のダブルスチールも成功
して︑走者二・一二塁︒一打逆転のピンチもピン
チ︑大ピンチ︒現役応援団必死の声援︒ＯＢ応
援団かたずを飲んで成田の投球を見守る︒しか
し︑さすが︑東北球界にこの人ありと言われる
快腕成田︒佐買束の主砲野中をライトフライに
討ち取って︑試合終了︒
勝った︑勝った︒勝ってしまった︒何か
なんだかわからず誰かれかまわず抱きつ
いて飛びはねる︒知る人ぞ知る︑知らな
い人は知らなくてもいい︒これぞわが校
の甲子園初勝利なのだ︒昭和三八年の勝
利は西宮球場︒四度目の出場で︑始めて
甲子園に流れる﹁そのかみはるか域閲く
〜﹂なのだ︒ポールを滑るように昇る校
旗も︑あらためて見るとなかなかいい︒
何人と握手をしたのだろうか︒手が腫れ
上がってしまった︒
振り返れば︑反省すべき点は多々あろ
う︒しかし︑にもかかわらず勝った君た
ちは強いのだ︒勝つということはいいこ
とだ︒勝って大いに騏るべし︒

画︲︲ヱー −ヘの１のり
自主性尊重の反管理野球で
晴れの甲子園出場をかち取る
七月十八日︑八橋球場で開会式が行われた秋
田県予選︒県内屈指の本格倣成田︑速球派村上
の二本柱を擁し︑春の県大会優勝の実績から︑
優勝候補の筆頭とみなされていた︒しかし︑二
十日の初戦対大曲玉尚こそ十五対二︑成田が十
一三振を奪い︑７回コールドと軽く一蹴したも
のの︑一二回戦以降は︑やや投打がかみ合わず︑
予想外の苦戦の連続︒チＦム打率は一一割三厘と
不振︒頼みの投手陣も予卵外の失点を重ねた︒
だが︑この苦戦がチーム全体を犠打︑盗塁を
からめた細かい野球ができる試合巧者に成長さ
せた︒一二回戦は︑粘る海里尚に十本の長短打で
七対四と競り勝つ︒
準々決勝の対面回戦は︑苦戦も苦戦大苦戦︑
チャンスに決定打がなく︑８回まで一対二とリ
ードを許し応援席を冷や冷やさせた︒９回一死
満塁︑七番柳谷が初球を左中間にタイムリ土二
塁打︑結果は五対二なが登河水の勝利だった︒
続く準決勝︒春季大会で３試合連続の特大弾
を放った大塚が︑夏の予選にきてやや不振︒代
わって福司がホームランをたたき︑好守の連続
で本荘高の追撃を押さえた︒
迎えるはいよいよ決勝戦︒対する相手は前年
度に苦杯を喫した金足農高︒もうあと一歩とい
う気が先に立つのか︑またまた苦戦︒敵もさる
者︑簡単には甲子園への道を明け渡してはくれ
ない︒池端の二塁打でついに勝ち越し︒最後は
成田投手が本領発揮︒最後の打者を︑キャッチ
ャーフライとファーストフライに討ち取り︑追
いすがる金足農を六対五とねじ伏せた︒

少年の日の
六十キロ行軍追体験

︲︲︲︲
一

戦時中の一九四三年︑能代中学一年生だ
った信昌哉さん︵六二︶は︑軍事教練の十
六里行軍で米代川の周辺を歩かされた︒十
一月三日︑午前可時に出発︑片道三十キロ

の往復︒十二時間以内に戻らなければなら
ない︒遅れれば落第が待っていた︒

﹁体力が絶対の時代︒とにかく時間内に戻
らなければと必死だった﹂
足袋に草鮭︒少しでも足のマメを防ごう
と草畦の紐に布を巻き付けた︒約九時間で

応手︒帰りの列車では曲げた足がもとに戻
らないほど︑疲れていた︒
戦後もよく歩いた︒北大の予科当時は︑
食糧難の時代︒随村の農家まで買い出しに
歩いた︒北海道の隣村はゆうに五キロはあ
った︒じゃが芋や砂糖それにタバコを少し

リヤカーに積んでひたすら手いた︒
少年時代は体力増進に︑青年時代は生き
るために歩いた︒

﹁今はもうーキロ離れていれば︑ついバス
に乗ってしまう﹂
時も同じ十一月一日〜三日︑埼玉県比企
丘陵を舞台にして行われた第十五回日本ス

リーデーマーチに︑信さんは参加した︒一ニ
日間の合肘距離は少年時代の行軍と同じ六
十キロ︒
五年前に定年を迎えた信さんは﹁なにか

体がうずきだして︒もう一度歩いて︑今の
自分を確かめてみたくなった﹂

ゴールも間近な川べりで︑信さんは思っ
た︒﹁少年の日の六十キロ行軍は︑オレの
財産だね﹂と︒
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１回裏︵尽誠学園︶ ２番田中のショートゴロ
を︑土崎一塁へ低投︒３番仲村をレフトライナ
ーに討ち取ったものの︑４番橿原にセンター前
に痛打される︒１回戦で好守を見せた池端ノー
バウンドでの捕球を狙ってかなわず抜かれ三塁
打とし︑早くもー点を先行される︒
晴天下のー回戦とは違い︑グラウンドー
コンディションはやや軟弱︒血気にはや
らず落ちついてさぱいていこう︒ワンバ
ウンドで押さえておけば︑シングルヒッ
トだったのだ︒まア︑いいではないか︒
まず相手に先に塩を贈っておいて︑最終
的に逆転で締めくくるのが︑わが能代高
の極めて高等な常套作戦であり︑秋田県
人特有の人のよさなのだ︒
２回表３者凡退︒
３回表３者凡退︒
さすが︑１回戦で強打蛮吊を完封した渡
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辺投手︑付け入る隙を全く見せない︒こ
れが何とかいう︑どこぞの元首相クラス
が相手ならば︑わが応援団も１日右翼団
体となって﹁ほめ殺し﹂という手も考え
られるのだが：・：・︒そのような作戦に勤
じるような敵ではない︒

歯芯ーりの雨哨
尽誠にａａ・えたり

４問衷再び雨が降り始める︒柳谷四球で初の

−７

出塁︒だが︑大塚とのバントエンドランをはず
され︑柳谷二塁盗旱天敗でアウト︒

この回まで︑毎回の旦二振︒
いか
ティングに白骨があっても︑いたずらに
大振りを重ねるのはいかんよ︑大振りは︒
なア大塚君︒ここで雨脚がさらに強くな
る︒雨の中での能代はどうか︒いずれに
しろ︑正々堂々の勝負でいこう︒泥什吾

に
バ
ツ

平成四年夏の可ーバー再現観戦記②
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台風十一号の影響で︑つい１時間前まで降り
続いた雨が上がった︒午前九時を少し回って︑
さァ︑いよいよ試合開始だ︒敵は優勝候補ナン
バーワンの呼び声高かった東京代表帝京高校を
下した尽誠学園尚校︒マウンドに立つのは︑春
の選坊天会の覇者・名にし負う強力打線をわず
か４安打完封した渡辺投手︒わが郎掴爾として
も油断はできない︒
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１回表︵能代︶ 池端︑柳谷︑大塚の３者︑い
いところなく凡退︒
ナニ︑ここまでは敵の様子を探る場面だ︒
あわてるほどの投手ではない︒じっくり
行こう︑とスタンドの観戦士は達観する︒

能

代図000000000

はごめんだ︒
４回裏岡鳴∵二愚問を抜くヒット︒浜ロス
日ｙ−バントを成功させて︑走者二進︒成田暴投
で岡鳴三進︒成田２球連続の暴投で岡嶋生還︑
追加点を許す︒
やはり雨の影響か？ ここは落ちつけ︑
ナリタ〜︒なに︑２点ぐらいどうという
ことはない︑と私が打席に立つわけでは
ないので非常に無責任なゆとりの論評︒
５回表加藤三塁線を破る二塁打︵能代初ヒッ
ト︶︒成田送りバントに失敗︑飛び出した加諌
二塁でタッチアウト︒依然３人ずつで終わる︒
じっくり構えるのもいい︒だが︑限度が
あるぞ︒向こうは試合巧者︒なにしろ︑
弱きはくじき強きには戦わず道を譲る︑
あの名うての明徳義塾と同じ四国の高校
なのだ︒あの緩いカーブに手こずる君た
ちではあるまい︒じっくりボールを見て
力強くたたけ︑とは監督の言うこと︒私
が出しゃばることではない︒そろそろ応
援犀にいらだちの様相︒
６図表２死後︑第１戦の殊勲者土崎がレフト
前にヒット︒が︑後続なし︒
６回裏仲村のショートゴロを土崎絵に描いた
ようなトンネル︒続く榎原前進守備の一二塁頭上
をワンバウンドで越す二塁打︒岡鴫四球で︑ノ
ーアウト満塁︒絶体絶命のピンチだ︒しかし︑
さすがは成田︑浜口の初球スクイズを難なくは
ずし︑三本間にランナーをはさみ︑まずー難去
ったかに見えたが︑なんとキャッチャー加藤︑
三塁に大悪送球︒仲村に続いて復原までがホー
ムインしてしまった︒ここぞという時にかさに
かかって来るのが試合巧者︒２死後︑馬生のレ
フト線二塁打で岡鳴生還︒５点のアヘッドを許
す︒
いかに強打の能代高と言えども５点のハ
ンディはきついゾ︒横綱と言えども︑十
両に寄り切られることがないとは言えな
いのだ︒それが勝負だ︒そろそろ︑ここ
Ｉで一発︑ノシロ︑といきたい︒という
気持ちを察してか︑わが校応援団︑いよ
いよとっておきの﹁東西南北﹂の演奏を
開始する︒この演奏とともに︑県大会で
の︑西垣商戦の奇跡の逆転が始まったの
だ︒ブルペンでは︑まんをじしていた母
校期待のもう一人のエース︑村上君がピ
ッチング練習を始める︒
７Ｌれぞ！と！の
ａ４４ｍＷ
７回裏 １死後︑田中の三塁ゴロを福岡悪送球︒
ランナーニ進︒迎えるは四国屈指の強打者仲村︒
よき敵ござんなれと成田︑真っ向からストレー
トで押しまくる︒敵もさる者︑成田の剛球をフ

アールでかわす︒連続ファール十球を数える第
ナて球目︑ついにセンター前にヒットを許す︒
田中生還の６点目︒勝つもよし︑負けるもまた
よいではないか︒これぞ男と男の勝負なのだ︒
空前絶後︵？︶の敬遠作戦をとった四国方面の
監督は︑この力の対決をどう見たであろうか︒
この後が尽きたか成田︑榎原にレフト線二塁打
され︑この日始めての自責点となる追加点を許
す︒
連続十球のストレートとファールの応酬
は見ていて迫力があり︑一球もかわそう
としない成田君の気迫はすばらしかった︒
﹁松陵健児魂いまだ健在なり﹂の感を強
くした︵私にそんなものがあったかどう
かは︑記憶にございません︶︒
８同臭投手村上︑成田はライトに回る︒村上
持ち前の速球で︑簡単に３者凡退に押さえる︒
９回表土崎この日２木目のヒットを放ち︑ノ

８

第三十七回全国高等学校軟式野球選手権大会
１指の作ｉ昌家ともたり
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六月の強化合宿を経て迎えた夏の県大会︒そ
の前の秋季東北大会︑そして春李県大会を制し
ながら︑夏の県大会では︑よもやの一回戦敗退
を喫した軟式野球部の全員の胸に﹁今年こそは
必ず明石球場に行く﹂という決意がみなぎって
いた︒
対秋田工高裁を七対一︑対本荘商戦を三対一
で連破し︑奥羽大会出場を決めた︒盛岡の岩手
県営球場で開催された奥羽大会では︑開会式直
後の第１試合で︑深田投手が十一個の三振を奪
いノーヒットノーランを遼既する快投を演じ︑
盛岡庭高を一対○と完封した︒
準決勝の盛岡一高裁︑決勝の秋田商高戦を︑
いずれもたった一度のチャンスを得点に結び付
け︑両試合とも一対○の接戦をものにして︑つ
いに念願の明石球場への出場を決めた︒
全国大会優勝以来十年︑明石球場から遠ざか
ること六年︒思えば長い道のりだった︒

全国大会は八月二六日から︑兵庫県明石市︑
高砂市で幕が切って落とされた︒二四日の抽選
会で︑初戦の相手は︑北九州代表の四日市高と
決まった︒このところ二年連続で準決勝に進出
している強豪中の強豪︑今年は優勝候補の筆頭
と目されている︒
二六日︑予定よりも一時間遅れで試合開始︒
予想通り︑四日市高の勤きは俊敏︑やはり鍛え
抜かれた好チームである︒
しかし︑厚田投手も好調で︑３回までに三振
八個を奪う月役を見せた︒４回表︑３本の艮短
打で２点を先制し︑ベンチのムードは盛り上が
り︑応援席は沸いた︒
だが︑初回から飛ばした深田に６回あたりか
ら疲れが見え始め︑７回つかまって︑３点を奪
われ逆転された︒続く８回にもランニングホー
ムランで追加点を許した︒必死の反撃空しく︑
試合は２対４で終わった︒
抽選によりこの大会を制したチＦムと初戦で
対戦する不運に見舞われたが︑選手は臆するこ
となく立派に戦い︑だれもが認める好試合を演
じたのである︒

９

ーアウトで出塁する︒代打三戸のショートゴロ
で土崎二封︒代走川原︒代打根市キャッチャー
・ファールフライ︒東北の牢砲大塚レフトフラ
イで︑ゲームセット︒

勝負は水ものと言う︒この日は雨で第２
試合以降が中止になった︒結果は︑７対
ｏの完敗だった︒５失策︑２暴投と自分
たちさえ予期せぬ不振だったかも知れな
い︒﹁負けて覚える相撲かな﹂と言う︒
野球だって同じだ︐彼我の力の違いを知
り︑練習量の差を知ってこそ始めて︑今
日の敗戦が明日の能代高の歴史のかてと
なる︒とにかく︑甲子園でー勝を挙げ︑
母校の校歌を全国に鳴り響かせた︒君た
ちは本当によくやった︒正々堂々と戦い
立派に勝ち︑いさぎよくに負けた︒甲子
園を駆けめぐった君たちだけではない︒
就任わずか数か月でナインを甲子園に引
き連れてきた綿谷監督︑レギュラーをあ
きらめ野球部の縁の下の力となって︑野
球部新聞で選手を励ますことに心を砕い
たマネージャーの小林央君︑ほかみんな
よくやった︒
本当にありがとう︒
われわれは心から礼を言う︒

記念碑除幕式風景、神馬会長挨拶

ｒ ／
心べこSﾆ乙−−,、

第二部

総会

●総会開催の挨拶●
秋田県立能代高校東京同窓会会長
小林 肇氏 旧制十九期

え１︑みなさん今晩は︒お忙しいところお集
まり頂きまして誠にありがとうございます︒こ
の同窓会総会は︑毎年十月の第一金曜日に開催
することにしまして久しくなりますが︑昨年は
十両年ということもありまして︑久しぶりに土
曜日に開催しました︒実は今年も土曜日のほう
がよかったのかな︑と思っていることが一つあ
ります︒昨年は︑学校側との連携で︑新たな会
員の激励会を兼ねました結果︑昨年春に卒業さ
れました若い方にたくさん出席頂きました︒今
年も同じ企画を組んでいたのですが︑新卒者は
学生さんが非常に多い︒本日は金曜日ですので
その方々が︑まだ出席できない状況にあろうか
と思います︒多分これからご出席くださるもの
と思います︒ほとんどの方からご出席の返事を
頂いておりましたが︑時間的な問題があったの
ではなかろうかと︑こちら側の不手際をまずお
詫びいたします︒
本日恒例の同窓会総会を開催するに当たり︑
ご案円を差し上げましたところ︑本当にたくさ
んの方々に参加頂きましたこと︑誠にありがた
く存じます︒特に能代から遠路わざわざご来臨

くださいました神馬同安Ｘ心会長を始め︑椎名学
校長︑同窓会事務局の方︑本日歓迎の新卒会員
の担任の先生たちにご参加頂きましたこと︑心
から感謝いたします︒さらに本年は招待の恩師
といたしまして︑浅野洋一先生︑五十嵐研一先
生をお招きいたしましたところ︑早速ご快諾を
頂き︑本日こちらにご足労を願っておりますこ
と︑誠にありがとうございます︒さらには参議
院議員の佐々木満先生も後ほどお見えになる予
定でございます︒例年ここ数年︑同郷の高校と
いうことで呼びかけさして頂きました能代北高
同窓会松原公の東京文部︑能代工業高同窓会東
京支部の東領会︑能代商量尚校同窓会東京支部︑
能代晨菌尚校関東同窓会︑それぞれのみなさま
にご来臨頂きましたこと︑誠にありがとうござ
いました︒
私どもはかねがね同窓会はどうあるべきかに
ついて︑板倉前会長さんから十五年間もの間教
育を受けてまいりました︒同胸大八というのは︑
利益団体でも事業体でもありませんので︑その
薗焉は難しいものだと感じております︒なんと
言っても︑会を支えるのは会員のみなさんの熱
意でございます︒こうしてわざわざお集まり頂
き︑一年間無事な顔をお互い見合って︑日ごろ
の情報交換をすることを何よりの楽しみとさせ
て頂いております︒しかし︑この会は学校が中
心でありまた郷里が土台となるものですので︑
学校の活気が非常に大事であると考えておりま
す︒申し遅れましたが︑神馬同窓会会長がこの
春の叙勲で勲章を受けられました︒ここにあら
ためてお祝いを申し上げたいと思います︒本当
におめでとうございました︒さらに学校関係の
については︑椎名校長からお話があるとは思い
ますが︑今年十四年ぷりに母校野球部が甲子園
に出られたことは︑久々のクリーンヒットと︑
われわれも胸のすく思いがいたしました︒今年

はこのように活気のある妾がいろいろ見られま
した︒このようなことも︑同窓会を盛り上げて
いくうえで非常に重要です︒母校と司直Ｘふは切
っても切れない関係にありまして︑母校の活動
イコール同窓会と考えております︒今後もます
ます母校の活躍を祈りたいと思っております︒
年一度の同窓会となりますと︑いろいろお話
申し上げたいことがございますが︑この会を盛
り上げるのは会員のみなさまでございます︒み
なさまの熱意がイコール岡安宮匹の盛り上がりと
いうことでございます︒私が昨年板倉会長の後
を継いで︑誠に不足ながら会長役を仰せつかっ
ておりますが︑こうやって司庭−会総会を開催す
ることができたのは︑非常に熱心に衰運常に当
たって頂いた役員幹事の方々のおかげです︒私
の出席率はあまりよくありませんでしたが︑同
窓会の運営には幹事の方々が︑いろいろ協議を
重ねられました︒この後︑アトラクションを含
めていろいろな催しを考えておるようでござい
ます︒何分にも︑収益事業ではありませんので︑
限られた予算の中で非常に苦労された模様でご
ざいます︒いずれにいたしましても︑幹事の方
々が非常に頑張ってくれていますことを︑ここ
で報告させて頂きます︒社命叩には︑不景気と
言われ︑いろいろ厳しい状況下にあるようです
が︑今夜はそのことをすべてを忘れ︑故郷・学
校時代を語り合いまして︑楽しい一時を過ごし
て頂けれぱと思います︒
どうぞ最後まで︑ごゆっくりおくつろぎ頂く
ことをお願いいたしまして︑私の挨拶にかえさ
せて頂きます︒
どうもありがとうございました︒
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