書抜寄・雷のハ層蘭
回全国盲同校野球選手権・
城東投打と戊に圧倒
ゴロで土居三進︑畠山三
振︻静︺浦部︑中野︑森
と三者三振
∇t●面︻城︶松岡二ゴF
森本左前ぎ打︑福島遊痘
安打︑松本一塁背後にテ
キサス安打して測塁︑西
国二遊間安打で森本生還
土居の左翼犠飛で福島生
還︑岡村の遊ラロで西岡
二封︻静︺鈴木怠癖盲口
高橋一邪飛︑今井投Jロ
マ中国︹嬢︼中村二ゴロ
畠山匹球︑松岡の中飛で
畠山搬星大きく併殺きる
︻静︺良知中飛落球に生
き鈴木久の一旦パントに
二進︑種茂中飛︑浦鱒二振
マ五回︹繊︺森本左前豪
打︑福島の投前パントで
森本二進︑松本中飛︑西
岡四球︑土居の中前安打
で森本生遺岡村遊飛︑
︻静︺ 中野三振︑森一邪
飛︑鈴木息三振
マ大国︹城︺中村一ゴロ
畠山二飛︑松岡左中間二
旦打︑森本投プロ ︹静︺
轟三振︑今井左飛︑良
知遼東
∇七回︹繊︶福島中鱒
松本遊蛭薩藤蓉打︑西岡
三五左安打︑土居逝研︑
松杢二盗成らず︹鴨︺鈴
木久左飛︑穐茂一邪飛︑
浦部四球︑中野右前テキ
サス二塁打で走者二︑三
見となったが森二ゴロ
∇八回︹城︺岡村遊ゴロ
中村三根︑畠山三前バン
ト安打︑松岡三根︹静︺
鈴木息中堅ライナー︑高
橋三振︑今井投飛
マ九凧︹繊︼森本左前安
打︑福島の遊ラロは点本
と併殺︑松本遊撃内野安
打悪投で二進︑西岡三ゴ
ロ︵鴨︺良知左飛︑鈴木
久右飛︑種茂の一︑二間
安打性の当りは二塁手の
好技に阻まる

全て期待を裏切うた静岡
0名門静岡と初陣城東︒
大会第一戦としては眺え
向きの顔合せだったが︑
結果は予期に反した︒十
四丹一の安打数を比較す
るまでもなく︑技量︑試
合運び︑精神力︑練習量
のすべて町分野において︑
城東は静間を庄倒し去っ
た︒松浦を有する静岡商
を3−0で陣したという
ことだけで︑静間を過大
評価したのは確かに間違
っていたか︑それにして
も穐茂︑浦範︑中野を中
心とした打戦が全然鳴り
をひそめ︑六回まで中飛
共の一走者を出したきり
九回を通じてテキサス安
打一本と四球一を得たの
みに終ったのは︑期待を
裏切ることはなはだしか
った︒
0静岡の森は︑鋭官のな
けスロー・カープとゆる
いドロップが武器︒どち
らかといえば打たせてと
る型の投手だが︑城東の
上位打者がこのか−丁を
巧く狙い〃1．たのだから︑
これをかわす術かなかっ
た︒四回を除いて毎回の
ように安打の走者を呈上
に送りながら︑むしろ三
点の失点で喰止めたとこ
ろに静間の替厳があり︑
非力の森をもり立てた捕
手種茂の好リードがあっ
たともいえそうだ︒城東
の岡村は春に餃べて二段
と進歩し︑安定度盲加え
て城鷺の支蛙になってい
た．
︵石崎 ︼雷
◇攣含経過
∇−国︻城︶森本中飛︑
褐島中前安打︑松本二ゴ
ロで福島二封．西岡三ゴ
ロ︹鴨︶良知三振︑鈴木
久進ゴロ︑嶺茂及ゴロ
∇ 国︹城︺士眉左些一
旦打︑岡村三振︑中村二

法政対岩手 五回衰法政二死二塁走馨 富捕手の逸
碑で三道をこ ころみたが寸前に刺さる︑三塁手板垣

策に倒れた法政二高

岩手の殊勲者川村︑沢野

猥㍑

⑬前評判の洲には力のな
秋沢をl気に三屋へ突込
い法政二であった︒lつ
ませて併殺を招いたのも︑
は都合チームらしく紫に
悪あがきの姿を露呈した
象り過ぎたのか︑われと
形である︒
わが手で生命を断つよう
0岩手の左放校手相川は︑
な結果を抱いた
それほど球威のある投手
とは思えなかったが︑ポ
二三︑五回と小利みに
得点を加えられたことが︑ ー ル そ の も の は よ く コ ン
トロールされており︑内
精神的な焦りを招き︑一
気 に 勝 負 を 決 し よ う と し 角低目への極め球で法政
二の打棒をかわした︒六
て︑無意蝕のうちに乗を
ろ う す る こ と に な っ た の 回のピンチで大泉の右飛
を好捕した沢野の健胸が
でもあろうか︒六回三ゴ
ロ共に出た九番の照度に
岩手を混乱から救ったこ
とは事実だが︑この沢野
二盗を敢行させてムサム
も四回には大泉が二塁右
ザ徒死させ︑その直後に
を破った騎バッタ・アッ
出た菅沢︑坂由の安打を
プを怠って三塁打として
むだ花に終らせたのなど
おり︑その点では功罪相
はその最たる例︒七回や
なかばしていたようであ
はり三ゴロ共に出た秋沢
る︒
と次打者二宮の間にバン
︵石崎 竜︶
ト・エンド二7ンを試み︑

◇拭倉経過
∇一国︻法︺菅沢三振︑
坂臼右刑︑熊倉投ゴロ
︹岩︺板塩臥戒︑打者名

久井のときアィレー∴F・

スチールを希い輔−一
連と転送︑遊撃手落球
二進︑名久井も輯球︑
臼投バント共で智雪
中の中飛で板垣生還︑
泉中飛︑沢野遊飛
∇二回︹法︺大泉二ゴ
首遊ざロ︑秋沢三振
︹岩︺佐々木輔邪飛︑相
川︑平野ともに三撮
∇三国︹単二一宮二ゴロ
根岸四球︑旅屋二飛︑菅
沢遊守口．︻岩︼板垣左前
安打︑名久井の二前バン
トは野選︑田口投前バン
トで叛革二封︑田中右前
テキサス安打で清里︑小
泉の中飛で名久井生還︑
洞野三根
∇西国︻法︶坂田投ゴロ
熊倉三振︑大泉二五右を
抜く三塁打に出たが宮三
根︹岩︺佐々木左前安打
村川の遊ゴロで併殺︑平
野三ゴロ
∇五回︹法︺秋沢中飛︑
二宮左前安打︑根岸の一
ゴロで二進︑捕手の逸球
で三通を企てたが刺さる
︻砦︺板垣二塁線二五打
名久井右飛︑田口三振︑
日中の左越二五打で板塩
生遭︑小泉の遮ゴロ夫で
田中三通したが星を回り
並−三−輔1三で三年間
に刺さる
マ六回︹法︺約号こゴロ
共に出たが二盗成らず︑
菅沢中前安打︑坂由三共
間安打︑熊倉一邪飛︑大
泉の右翼大飛球は野手好
捕︹＃︺沢野右飛︑佐々
木左刑︑村川死球︑平野
三ゴロ

沢三ゴロ失︑二宮とパン
ト・エンド：7ンを敢行
したが三−一1進で併殺
︹奮︺疲垂二撮︑名久井
右飛︑田口三振
∇八回︻ま︺根壁二ゴロ
隕屋二ゴロ︑寺沢遊ゴロ
内野安打︑坂田三振
︹着︼ ︵法政の中堅手飯
島となる︶田中中飛︑小
泉四球︑二盗に成功︑沢
野︑佐々木ともに三根
∇九周︹法︺飯島逝ゴロ
大泉一ゴロ︑宮遊ゴロ

∇七鳳︻法︺百両︑秋

小田田

ロ

牙
高校球児のせ大の憧れ〝夏の甲子園大金″は︑ハワイ遠征に備えて
間催日を例年より三日早めて八月十日から行われた︑出場全チーム
とも技量は際立って進歩﹁第一回戦から決勝戦まで二十二試合の多
くは︑わずかの運不運が勝敗を左右した︑技量優秀な選手が数多く
目立ち︑この中からハワ√遠征代表選手十七名︵別掲︶が選ばれた

城真対静間 三国喪城薫一死漬塁のこき三塁走著森
本、西岡の三選闘虐打に生還、捕手覆茂、球審中村

／ ＿ 烏L
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これを刺すペく

【1ぺmTT￣ ▼
汁
■ ご￣；ニ㌍ご
誓笹撃誉呼野㌫㌃
嶋． ・一

るとき捕手由中は遊撃ゴ
ロを打たれると同時に■
盟へのヵパーの為一艶福
んへと向ってスタートを
切った↑遊撃手はこれを
桝にハジいた．∴鼠の走
者は得たりと．∴墨を大き
く回り有里へと脱兎の如

ヽ

名久井．．ゴロ 日日紬邪
／拭含経過
∇．1回︹岩︺枇壇二鵬︑
飛︹堰︺両川迎ゴロ︑黒
山投ゴロ︑山科二裏面テ
名久井遊ゴロ︑m‖∴振
キサそ華打に机て．．盗︑
⁚坂︼両地．邪飛︑川田
中川の遊ゴロ矢で 挙本
黒目ともに二プロ
県を鱗き︑捕手落球で生
∇二回︹岩︺印中二撤︑
還︑中川二進︑例崎掴球
小泉∵飛︑沢野中前安打
水本の凝肌安打で小川生
仙々＊三振︹坂︺山科四
遠︑大束∵遊剛安打で補
坤中川の捕前パントで
足︑人貼多∵ゴロ
蓮︑岡崎の中繭安打で
∇七回︹岩︺甲坤珊邪承
隼還︑水本四球︑大東左
小泉三ゴロ︑択野遊ゴロ
飛︑人音多国戊で満塁Y
︹墳︺山地三ゴロ︑川田
山地加飛
左前安打︑拍手ポークで
∇三回︹岩︶相川三撤︑
．進︑黒田授ゴロで両肌
半野迎ゴロ︑搬塩左飛
二二．問にはさまれたが
︹竪州別左前安打︑出
ujの遊ゴロで∴封︑山科 投手の悪抱に叛き．山科
の．．ゴロは封l川田を併殺 川球で満塁︑中川とのス
∇四国︻岩︺名久井右飛
クイズ失敗して山印二本
刷に刺され︑起草∵
出U三振︑田中左飛
︹壇︺中川遊ゴロ︑岡崎
進︑中川⁚直
∇八回︹岩︺佐々木遊撃
四球︑水杢ニゴロで併殺
内野安打︑相川の投前バ
∇五回︹岩︺小泉遊趨安
．／トで二進︑竹野の二ゴ
打に出て二塩︑沢野の三
ロで三進︑枇垣三ゴロ
ゴロで三進︑佐々木投ゴ
︵坂︺岡崎遊ゴロ︑水本
ロ︑村川中前安打で生還
平野三ゴロ︹琶大東三
れ飛︑大東三振
名久井ん邪
∇九回︹岩︺
振︑大喜多中飛︑山地左
嶋︑mH︑山 小ともに．．
根

▲丁．√・

岩手高対坂出商 ㊤六回裏坂出森 死後︑二塁走者
山科︑中川の遊ゴロ共に乗じて一挙ホームをつき補
手田中の落球で生遺︑球審小沢㊦五回表岩手無死で
安打ででた小兵が離農大きく︑捕手けんせいの間に
二盗に成功︑捕球せんとするは大書多遊撃手

1■

聴
∇六回︹岩︺板垣投プロ

l ■・

坂出︑拾い物の2点

lt

遊撃手は本里へ投球言八
がついた捕手はあわでて
本塁へと．尻った．起点と
捕手の娩走︑二こい∵−ノ
試合の勝敗が懸け・hjtて
いた訳である︒
む走者︑捕手そしてn雄
二省．体となった本塁上︒
アウトかt セーフか︒
U捕手のミットから心な
しかポールは落ちた︒セ
ーフである︒弥負が沌し
た．崎であった亡
′仰山喘．︶

逼正志蕊蒜罫箪蒜

六回︑岩手に手痛い二失策

1日

・、恥・勺．

の三回坂出は先取点をあ
げ有利に姐えたが五回岩
手の小泉︑仲川の安打で
同点と漕ぎつかれ武人日を
掘出しへともどし艶味は
後竹へと杓也きれたr
O∴回収出は思わぬ柑点
を拾い勝敗を決してしま
った︒この回∴比後︑山
科が安打で出たあと︑打
者中川の帖︑．塩に収功
中川は遊撃ゴロ︑二八で
無事終ったかに払えたが
遊撃手はこれを枕にハジ
いた この失策は経常を
責められるが技術的なも
の︒それ以上に夷められ
るのはその後の頭脳的な
失策である︒これは記録
には表われないが岩手に
とっては致命的なもので
あった．
申毎後二塁に走者があ

．ぷ塾・・・〜品．
ノ、●沖

