上げ潮にのる打力
小粒ながら攻守にバラン．ス
昭和二十一年に野深部 義の村川−鹿投手は強力な決め球こ
そ持たない釈プレートさばきはなかな
が生まれちょうど十年目
で甲子園出場を果した︒
か巧みだ︒タイミングを外し︑豊かなコ

ム打率は相当のもの︒莞眼よく鋭いス

番までもれなく打って︑八試合の掩打数
二五三︑安整ハ八と二型ハ分九度のチー

ウィングは大会でも衰えはすまい．ただ

巻雲は俊足で最も信頼のおけ

○第一次予凛成績
︻二回戦︼着手7Aエ関ニ︻三回戟︼
岩手2
1−2黒沢尻北軍々決歴碧事9
−3花巻北︻準決藍岩手
41
−9二戸
戻費岩手2−0宮古
○第二次予遡成轟

7

声＝

は着せねはならず︑大会での期待は打

予選前は54
膠敗
．の戦績 ントロールで内外角を衝く︒無理のない
で︑スタープレーヤーも
投球で連投に耐え︑控えの松館はまだ蓬

三番田q四番田中が予選の後半で当り

峯にかかっている︒予選では盲から九

いないところから余り目
禁足だから大会ではます村川一人に頼
立たなかったが︑フタを
るだろう捕手田中は三年続けてマスク

がちょっ怠っているのが気になる︒一

中でも打棒の帯締めざま

る確実な打者二重名久井もこ

ない︒むしろ一人が当りだすと
轟下位の別なく全員が当り始
めるところにこのチームの若々
しさがある︒相川も八番にいる
がきれいなフォームで好打を

﹁個々の選手を見ると特筆す

放つ︒
る選手はいないが︑凍り主仏る
と迫力が加わ句大敵を恐れな
い良さがあり︑申子園でも相当
聞える﹂とは鈴木本部派遣蕾判
員のチーム弼

田岡
辺
商工富戸地声香田

≡毒毒

孟敲嘉互森

旨彗壷

盛 八 一一 岩
岡
コ：声■ 戸 手

宴絹届
第聖書

宕
亭
㌻￣−「
八
島

村佐田⑳

ーぺ初出墟−

開けると日ましに好調︒
をかぶる良い女房筍聞志をみなぎら
せ︑主将としてム葦キンを無める功績は

れに続く︒田口︑田中は長打力

り︑中でも板垣−小泉の三遊間は一年か

大きい︒内野陣は他陳だが安定性があ

を連破した︒数年前︑円子︑小武方︵と

龍最戸帳 正天
藍雷川村 昌司
主将田中 義男
ヨ受宇相川苛兵衛 2 ①1．76m65b
捕手田中 組芳 3（診1．6762
一塁名久井光「文′2（診1．6665
二塁平野 音三 3 ③1二5653
三塁坂岩 隆夫 3（診1．￣5855
遊撃小兵
務 3（参1．6864
左事l佐々欄 2 ⑦1．6761
串藍田口 筋雄 3 ⑧1．65 60
右竃沢野 重安 2ニ（卦1．6856
禰 村井 慶一 2 ⑩1．58 54
禰 松館 健五1⑳1．72 64
′補 田口 8召則．1⑩1．6053
補 福田
票1⑲1．6756
禰 杉村
衛1⑩1．6556

登下位打者も曲者で気は許せ

もに現南海︶の名投手を排して期待され
ながら︑打力不足で甲子園を踏めなかっ

相川投手が二︑三点の得点を許すこと

【所在地也 盛岡市仁玉田圃340の1】

たのと好対照で︑今年のチームは小粒な
がら茨守のバランスがとれている︒

…誓……

が︑嚢は足が遅くやや弱い︒

を秘め︑五番小泉は芸に強い
らのコンビで呼吸が合っている︒外野で
は中堅田口はカンがよく守備範囲は広い 試合巧者だ︒上位打者が政輩の
主力であることはもちろんだ

しく︑秋田︑入声など伝統のあるチーム

ヨ川lHIHlll¶■＝丑u州側lhl■ltll引MW

＜−￠↓〇・R−＜US︑pArMEI大優勝旗に堆いとられた
金葛十要事︒たゥ誉れだけの葦に慧三十七年︑荒だけ亨の若
人宅があこがれの濃をたぎ喜︑心魂をかた夢空と冨ろうか︒そ

大優勝旗誕生の記ク

r金はいくらかかってもよい︒日至の讐つくれ﹂と
大正四年七月︑この大会の開催が決まると同時に︑当時の
覇日新聞社長村山南平さんが︑大会の立案者田村管三記
者にこう命じた︒そして生れ出たのが撃一尺五寸︑稗五
尺︑まるでタタミみたいにでっかい優勝旗だった︒弼製者
は大阪前払屋︑やや黒陳を帯びた深紅色の患霊地に金

褒華さに関係者

糸のシシユウがサンとして輝いている︒まさに日空の

たちをおどろか
せだが︑金千五
百円也という高
価さにも眼をむ

りしゃべるとクビがとぷぞ﹂それまで出来はえのよさを

を絶対にだれにもいうな︒二人だけの秘密やぞ︒うっか

′ヒョウタンから
コマが出た括ク
野球にかきらずどんな大会の優勝嘆も事大会の開

のこ中はいける︒この調子やったら京都のどこにも負け
β﹂と思った︒発現のひいき冒だけではなしにふっと臓

しきりに自賛していた高島屋辞も田村さんにそのわけを
きかされて背くなった︒貞室評は当層の天藻と同
じ生地だ︒こと塁室に関してはハシのころけたようなこ

京聖にする機会をつくってやりたい︑それには﹁豪i

とでもうっかりいえない腋しい時代だった︒それがこと にわいて来た絶対の尾であ倉︒そこで母校最警
もあろうに当時でいう︑たか喝マリはりの会﹂に三シ
串のミハ房と同じ生地の族をおったてたとあっては︑

た︑という甲子園伝説がいまに伝えられているが︑な葛

腰の専袋に入れ︑プレー苓畏がら優警祈讐

田村さんは﹁末匡毒して俳諮﹁山茶花﹂を毒し
ていまでもお元気である︒

返事は音に優

ら折返して来た

習新聞本社か

ところがやがて

寧簑頼した︒

︵今の支局︶に後

の中学リーグ戦でもやったらどうやろ﹂と小西さんには
これがばれたらおそらく大会などふっとんでしまう︑と
かったものだ︒同じ思いだった小西さん虫即座に賛成︑
田村さんが心配したわけ︒そして田村さんはそれ以来村
さっそく当時好敵手であった同志社と京都一中に苗をも
山社長にさえも秘密を押し通し︑除後︑朝日新聞の社内
ちかけ︑京都リーグのお堕章を澄めることになった︒
座談会の席上ではじめてこの耕密を明かにし心の重荷を
話が具体化するとともにまずはしいのが大会のシンボル
下ろしだとい毛
である零︒それは新聞社に寄付を頼むと同時にこ
筆この大便質が古くなるほどに生筆ほつれて采
れを機会に他府県の代表チームとの試合毒介してもら
おうと幹事役の意見がまとまq朝日新聞京都通僧都

当時の千五百といえばいまの申躍言いの家なら亮

ほど当時としては神格天皇のお身代りみ汽なものだっ

だしたが︑大会出場撃がこれをひ嘉に引きちぎって

に撃た︒第一回大会の芽のうちで義金撃の大き

七十円だったとい是らおよそのケタが想傑出来よう︒ た三シ串のミハ房と正体が同じだとあっては︑ごり

かった全也芸事の大賢での在寮君︑ざっと七百

かせた︒何しろ

本社印刷局長︶のニ△鎧ころぴながら練習ぷ望義心
に見ていた︒はつらつたる新入の姿に高山さんは﹁今年

してこの旗の下に要の久遠のよろこび雪たい得たのは︑三十七蒜でわ
催が決まってから優最が出来るのが当然の順序︒とこ
ろがこの大会にかぎって健集の話がさきで︑あと
らかl
ずか四百金事の若人たちだけだゥた︒菜への苦い荒の誓言ま
大会が生れたという奇妙なコースをたどっている︑とい
ことにけわしく︑きびしいもの冨る︒だからこそ﹁聾に栄光あれ﹂と金
晶を主管のが現京都市長の高山撃きんだ︒そし
鷺等筈挟撃権大金の定の大藩環に誉れ空のラテン帯の婁
て高山さんはこの大会の生みの親は本当は日分だよ︑と
覆い言っサンゼンと竿の冨る︒全軍等学雀荘球大会以来の憂
今でも愛して止違い君大会にひそか山蕗︒を持って
いる︒そこで高山さんのお説に耳をかたむけてみよう︒
い蚤変嘉って来た表装にまっわ嘉穂毒めてふ︒返って彗う︒
大正四年の専門員サクラの花ビラが舞う京都二中の
屋の係員からこの生地の名称をきくなり急に顔色を変え グラウンドで︑その年の野球部の新人たちが縄智に余
ク値段でもピックリ
て声をひそめた︒rこの生地が東国評やということ
念がなかった︒グラウンドの片時の芝生で同校野球部の
先輩である高山さんと小西作盃さん︵元習新聞大阪

雛殉細々

ところで大傑異の生地である〝題戴〟というのが当時 やくのほどもさぞあらたかなことであったろう︒
としてはまことに厄介なシロモノ︑立派に出来上った
琴品によろこびに胸を躍らせていた田村さんが︑高島

高山京都市長

故村山竜平翁

ませんと慎重な扱いをうけている︒朋るい蓮の面では

銀行の金庫に納まって貫の大会まで絶好に賛−明けさせ

率い三ガ月日に無傷で発見され︑その後は校長寅ならぬ

嚢蒋したことはます前例のない大珍藁鎧だろう︒

にレてもこれだけ有名な大会のシンボルが︑一時にして

大優勝旗が消えた事件はまだ耳新心い話庫だが︑いずれ

轟を残している︒昨年十一月︑同校賢哲添らコツゼンと

蛮領事には雲メダルのはかは賞品的なものは毒
撃ない万雷茸して等∴層の馨は大藩警
一年周隼言ことだけ︒物雷に苦れ誉てもー呈
撃警いう澤的な縛りは蚤に鞘曇ものでは應
い︒これこそアマチュア精神というものだ︑というのが

賞金が贈られるの憾当然のように行われていた︒撃の

であった︒こ盈逗搭アマチデ・スポーツでも賞品や

ームの重義三人ずつにはそれぞれ鷺が野つれたの

人には村山社長から腕時計二個ずつ︑準優勝校と︑各チ

冊義有竪琴長から辛円の閣離切手︑さらに撃個

万霊≡夢つ︑優勝チームにはスタンダード大辞典一

くさ壷晶があった︒まず竺臥戦に撃た撃には

回の大会の時だけは優勝メダルのほかに︑かなり盛りた

るところなくいつまでも光り輝くのだとい曇っ︒弟︼

縁はよきにつけ悪しきにつけて大金史上にさまざまの記主催者の考えである︒だからこそ大層藻の栄光はくも．

東海学象界の名門中富高と霧にまつわる因

優勝旗の因振替ク

ク中京有高と

勝旗の寄付だけではなく︑全国的に仙芳代表の大々的な 見にご健在である．▲
決勝をやろう﹂というのである︒話は亀京李串の
グラウンドの片隅か皇南的突行詰飛騰巌︒悪
さんのいう〝生みの親″説は以上の通りである︒
ところで習漸蘭社史による東の大壷東によると
r大正四年七月初句棄有鉄漣︵現在の京阪神急行︶の
官岡撃一郎氏︵現在の葉興行社長︶が習新聞社を訪
れて稟喝当時棄有鉄漣では沿綴開業として豊中に五
万坪の原野を手に入れ︑その一誓ノラウンドに仕立て
喝ここで全国的な報技をやって〝豊中グラウンド″の
名を全国にひろめ許︒それには純粋な学生最が最速
だが︑これは全国的に薄鯛等持つ大新聞社璧雇しな
ければ善果可能だ︑という着眼から晴を持込んで来虻
ものだ︒この砧を田村省三さんが村山社長に取次ぐと︑

即座に開催決定の英断が下り︑その蜜月には早くも輝見 中京は革丁七回に初出場するなりさっそく優勝︑つつい

て第十八︑十九回と三回違憲の宴をおっ樹て︑さ

として︑高山さんの大会悪臭をつなぎ合わせてみると らに革重義︑推考の三士屈最後五回︑犬麿葉

附な竺回の大会が開かれた﹂とある︒これを大会菱

いう艶純な人情からで︑世間で鼠崇息藷に思っていなか

博聞的な経過からいって︑高山さんらの優勝旗寄付申込 となじみを重ねている︒この間三回連続の偉業に対して 労に報い︑その勝利をいやが上にも飾ってやりたい︑と

﹁三回連薫念準看特に贈られている︒普通の優勝

如−サ界にさわやかな清風を適った︒

ポーツ界にひろまq豪の精神はアマチュア・ス

毒たのであった︒この制度は次第にアマチュア・ス

宅壷が大会の嚢としての精神的席檻をいっそ

って琴南からは副欄的なものは扇出さないことに沃

当時の社会郡長長谷川罷次郎氏茹尋の義によ

アマチュア・スポーツの嘗覇度について議論がわ竜

ったことだ︒煉端な例では︑この大金の二︑三年前払行

想が芽数えていた㍉そこへ背同氏の睾揚となって急萄

みの話から︑田村さんの胸中には次第に全国大会の大欝 大会初の︑そしてその後も例のない︑．大震集と同形の
夏のチョウ児が誕生した︑ということに宿の事つき
そうだ．こうなると高山説に花を持たせておくの蛋

さてその年の第一回大会に京革帯は︑全国の豊等

というものだろう︒

この大会では竺回の時以外は藩校に対して暴説

不滅の大会精神れ

ク大優勝旗に宿る

にー蒙の蘭念旗が︑回線の校長室に飾られることにな
．り︑この裾線は当分放られることはなさそケだ．﹁

の開会季長を空けれ竺年轟記森と合わせて東

の優勝校にもさかのぼって授与されており︑謹今年

裾奪重岡句周囲某でただ形を少し小さく
われたある新聞社主催のカントリL・レースには毒か
したもの︑大正十二年の第九回大金の時︑はじめて制定
ら三等まで何百円︑何十円とい蓋がかけられしか
された︒それ葦は各撃の事に浅学ダル電念に
もその廿毒はサイフに入れて贈られたとい孟らワソの
残るが︑倭肝校には何も残らない︑というので優渥の
き請だ窄それだけに時代ものんびりしていたとも
栄誉をこれで永久に記念しようとい一之︶の︒第八回まで
いえよう︒ところで竺回大会の置後︑習新聞社内で

なぎ倒して免責礼の処女警獲得し︑庵山︑小西ご両
人の母校愛は見事に感激の共晶んだのであった︒そし
て︑その時の京二中のキャプテンが中耳罠︑この人が
嚢のこれも席史的な初の担い手であった︒申さん
1 は早大卒業後︑
丘 十年間にわたっ
富 で母校チームの
亭 コーチとして後
り︑現在京都伏

申卜進の滑導に当

