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アピナボウルにて
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どんど焼き（祭事会主催）
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少年野球卒団式
会公民館にて

六年 蒔田 陸人くん

ンタ―とライトの間に打ち、その後 したこともあったけど捕れるときも

これで卒団になりますが、５年生 皆が打って点を取ったり取られたり あったので捕れたときはうれしかっ

僕が野球を始めたのは、２年生の には、努力家の人が多いので長野市 接戦でした。前回、逆転負けしたの たです。土日の練習や試合のときに

終わりからでした。お兄ちゃんの野 大会優勝を目指してがんばってくだ で、絶対に勝ちたいと思っていまし は朝が早いのにがんばってお弁当を

た。篠ノ井大会同様くじ引きでした 作ってくれてありがとうございまし

ここまで、これたのは、監督、コ が勝ててうれしかったです。今まで た。監督やコーチ一生けんめい教え

球の試合を見に行ったときに、僕も さい。
やってみたいなと思ったからです。

最初は、キャッチボールも出来なか ―チはじめ、お父さんお母さんのお 監督やコーチに教えていただいた事 てくださりありがとうございました。

山岸さん、宮入さん、蒔田さん、

日々全力、日々感謝していきたいで 小伊藤さん、送りむかえなどしてく

ったけれど練習を重ねていくうちに かげだと思っています。今まで本当 を思い出して夢に向かって日々努力
試合にも出してもらえるようになり にありがとうございました。

ださってありがとうございました。

す。

最後になりますが、滝澤監督、久 この２年間はいい思い出でした。

ました。初めは、ルールや打ち方や 変お世話になりました。どうもあり

ぼくは、４年生の秋に野球を始め 保田コーチ、お父さんお母さん方大

六年 小伊藤駿くん

バッテイングは、なかなか打てなく
て滝澤監督や久保田コーチにバテイ
ングフォームを教えてもらい少しず
つ打てるようになりました。

６年生になって僕がやりたかった 取り方など、
全然知りませんでした。がとうございました。これからボー

サードを守ることが出来てうれしか 監督やコーチ、お父さん方に手とり イズでピッチャ―になれるようにが

ったのですが、いざ守ってみると、 足とり教えていただきました。
まず、んばりたいと思います。後輩のみな

けっこう球がきたりして緊張と不安 フライのとり方を習いました。目の さん、日々努力して団結し優勝目指

ぼくは、２年間野球をやって来ま

六年 内山照英くん

な気持ちでうまくまもれませんでし 前でグロ―ブをかまえていたらボ― してがんばってください。
た。でも久保田コ―チの個人ノック ルが見えないと注意され、打ち方で
で負けない気持ちとあきらめない心 は、顔がそっぽを向いていると言わ
を教えてもらい、また、監督には足 れ、バットをにぎる手の関節をそろ

の運び方やグロ―ブの使い方を教え えろと教えていただきました。ル― した。最初は全然できなくてル―ル

だけど練習をしてきて監督やコ―

てもらい、それを実践してみると強 ルは本を読んだりプロ野球の試合を もわかりませんでした。
い打球や苦手なショ－トバウンドも 見たりお父さんに教えてもらいまし

一年間育成会活動にご協力

チなどに教えてもらいながらだん

りました。その他にも野球のことを 方やスピ―ドを早くするコツを教え だん野球がおもしろくなってきまし

ありがとうございました。

取れるようになって守備が楽しくな た。５年生になりピッチャ―の投げ

監督に質問すると分かりやすくてい ていただきました。この２年間で一 た。６年生から試合に出さしてもら

ねいに教えてもらいそのことを書い 番心に残った試合は、かむりき杯で いレフトを守らしてもらいました。

たノ―トは、今でも僕の宝物です。 の二ツ柳戦です。ピッチャーをやら レフトでは来たボ―ルは絶対に捕る

せてもらい、バッテイングでは、セ と思いながら守っていました。失敗

