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開会式

みんなの感想

大会会長あいさつ（淡路会長）
今大会は、始めて秩父市開催となり秩父市フット関係者による大会企画で行われた大会であ

ります。会場は河川敷で廻りはすっかり紅葉となり素晴らしい環境のもとで行われました。歓
迎での花火の打ち上げでスタート、お昼休みは秩父市ならではのお囃子で大会を盛り上げて下
さり他市のこども達と関係者の皆さまにも良い思い出の大会になったことと思います。試合は
各チーム指導者の教えを様々な場面々で思い切りプレイを発揮しどの試合も緊張感のもと素晴
らしいものであり改めてこども達の素晴らしさに感動いたしました、こども達ありがとう。今
後もこども達の健全育成に少しでも寄与できますようこの大会を続けて行けるよう各位のご理
解ご協力をお願い申し上げます。秩父市のフット関係者の皆さまご苦労様でした。
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私達は、関東大会への出場を大きな目標として日々厳しい練習をしてきました。

そして、これまでの練習の成果を発揮できるようにチーム一丸となって試合に臨

みました。一球一球を大切に、一人一人が集中を切らさずに闘い、優勝すること

が出来ました。 私達を優勝へと導いてくださったのは監督、コーチ、応援してくださ

った方々のお陰だと思います。優勝できた喜びと感謝の気持ちを忘れずに、卒業ま

での残りの練習や試合も頑張ります。

優勝 ディファレンス（昭島市） 気持ちを一つに キャプテン 菅江 風帆



私たちリアライズは、ミーティングで「関東優勝！」という目標とともに、とのようにすれ
ば良いのか話し合いました。声が出てない、盛り上げてないなど、色んな事が課題に出
ました。そして、この一年間その課題を胸に練習を頑張りました。その結果、リアライズ
が初めて、関東大会に出場する事が出来ました。結果は準優勝でとてもとても悔しかっ
たけど、先輩や色んな人達に応援して頂きいつも支えてくれる監督やコーチそして仲間
達と一緒に関東大会に来れた事がとても嬉しかったです。

３位 吹上フットベース（栃木市） 最高の関東大会 キャプテン 板橋 汐莉

準優勝 リアライズ（昭島市） 関東を目指して キャプテン 荒澤 ほのか

私達は関東大会に出場する為に、日々厳しい練習も、みんなで頑張ってきました。
関東大会の出場がきまった時は、嬉しさで胸がいっぱいになりました。予選リーグか
ら決勝トーナメントまで、みんなが今もっている力をすべてだし、一致団結して戦いま
した。準決勝では延長戦で負けてしまい悔しい思いをしましたが、三位決定戦で勝つ
事ができて本当に嬉しかったです。最高な仲間と最高な思いでがつくれた関東大会
は一生忘れません。来年も下級生には関東大会出場を目指し頑張ってほしいです。

私は、三年生の時にフットベースを始めました。始めた年の初めて関東大会に行き

ました。まだ試合に出る事はできなかったけど、絶対にまた関東大会に行きたいと思う

ようになりました。昨年は、出場できませんでしたが、今年は五年生以下しかいないチ

ームですが、関東大会に出場する事ができました。とても強いチームばかりで、とても

緊張しました。でも、とても良い経験や勉強になりました。また関東大会に行き、優勝し

ます。

T-ファイターズ（秩父市） 関東大会 キャプテン 齋藤 未結

私が関東大会に出場して思ったことは、あのときこうすればよかった、ああすればよ
かったとういう後悔でした。例えば、自分の守備のことだけではなく、周りの人のフォ
ローもしていれば失点が少なくなっていたかもしれない。私は関東大会でくいの残ら
ないようにできませんでした。なので、来年の子たちには、くいの残らないようにがん
ばってほしいです。最後まで指導してくれた監督・ｺｰﾁや保護者に感謝しています。

田尻エンジェルス（市川市） 関東大会 キャプテン 人見 京華

関東大会には、昨年に引き続き出場することができてうれしかったです。昨年はベスト４だっ
たので、今年こそは優勝を目指し厳しい練習を頑張ってきました。しかし残念ながら結果はベ
スト８でした。とてもくやしかったです。 でも、今までつらい時も苦しい時も一緒に乗り越えて
きた仲間達と関東大会で戦えてよかったです。フットベースでの経験を活かし、中学校でも頑
張ります。 厳しく時には優しく教えて下さった監督、コーチ、応援してくれた皆さんありがとう
ございました。

今泉フットベース（栃木市） 二度目の関東大会 キャプテン 若色 みどり

４位 国府北 （栃木市） 心がひとつに キャプテン 谷島 陽菜

私たちの目標は、関東大会優勝でしたが、結果は４位でした。試合を振り返って
みると、今まで練習してきた成果が出せた試合と、出せない試合がありました。み
んなの心が一つになって、決勝トーナメント戦で戦った今泉戦でした。競ったときに
踏ん張れたし、自分たちで声を出して盛り上げることができたので勝つことができ
たと思います。あの大きな大会で、自分たちの力が出せたことはとてもうれしく思い
ます。フットベースを通じて良い経験ができました。



私達小作台ルーキーズは羽村代表として、今年で3度目の関東大会に出場しました。
今年の目標は全力プレーで優勝する事でした。そのために私達は必死に練習してき
ました。当日、私はとても緊張していて思い通りの動きが出来ませんでした。ピンチの
時も声が出せず慌ててしまい、キャプテンとしての役目を果たす事が出来ませんでし
た。とても悔しかったです。私にとって最後の関東大会、優勝する事は出来なかった
けれど、この悔しい気持ちを胸に、残りの大会も頑張りたいと思います。

リトルモンスターズ（秩父市） 関東大会出場 キャプテン 深田 優姫乃

小作台ルーキーズ（羽村市） 最後の関東大会 キャプテン 加藤 里桜

私達リトルモンスターズは、関東大会出場予選突破目指して日々練習してきまし
た。関東大会出場は無事する事が出来ましたが、大会当日、皆とても緊張してい
て、２勝１負でタイブレーク、初めてする子もいて皆不安そうでした。結果は負
けてしまい、決勝トーナメントへ行けず全員悔しい思いをしたけど秩父で初めて
の関東大会は凄く嬉しかったです。私は３年生から関東大会に出る事が出来まし
た。この先もリトルモンスターズが続けて出場出来る様に頑張って練習をしてほ
しいです。

私は「関東大会優勝」の目標を叶えるために一つ一つの試合を大切に練習し
てきました。当日は集合時間が早く、いつもとちがう会場だったのできんちょ
うしましたがチームの仲間が一緒なのでがんばろうと思いました。開会式での
花火はとても印象に残りました。試合では２アウトまではとれるのに、あと１
つのアウトがとれず、何度もくやしい思いをしましたがいい勉強になりました。
来年は市川市で開さいと聞いたので今年以上にがんばってほしいと思いました。

ひまわりホーマーズ（市川市） 関東大会の感想 キャプテン 皆川 麻里

関東大会に参加させて頂きありがとうございました。今年のRushは秩父市交流戦、羽
村交流戦、栃木蔵の街大会の３大会を優勝することができました。今年一番の目標
は関東大会優勝でしたが、参加チームのレベルが高く、残念ながらベスト８で敗れて
しまいました。負けた理由は攻撃がうまくいかずに得点できなかったことと、ミスをした
時に気持ちを切り替えられず繰り返しミスをしてしまったことです。この悔しさを忘れず、
残りの大会を優勝できるようチーム一丸となって練習にはげんでいきます。Rush ファ
イト！

ヴィクトリー （昭島市） 果たせなかった目標 キャプテン 中島 あんな

Rush（羽村市） 関東大会 キャプテン 富樫 未歩

私は三年生のときに、お姉ちゃんが関東大会で優勝したのをみました。
「すげー」と思いました。そこから私は関東大会で優勝するのが目標になり
ました。昭島の代表として、出場が決まってうれしかったです。でも予選敗
退でとても悔しかったです。キャプテンなのに、みんなに声かけなどできま
せんでした。これからの練習では声を出し、もっともっと守備やキックがう
まくなるように練習しようと思いました。そして、これからの大会は少ない
けれどチーム全員で力を合わせて優勝したいです。

去年は、関東大会に出場できたことだけで達成感がありました。でも、今年は気合

いも何もかもがちがいました。「ベスト４」に入りたい！そんな気持ちでいどみまし

た。みんなきんちょうしていたけれど、仲間やお母さん方、監督とコーチの声援に見

守られ、良いプレーも出ました。結果はベスト８と、目標まで届かなかったけれど、

ここまでこれたのも忙しい中練習で指導をしてくれた監督、コーチや送り出してくれ

たお母さん方のおかげです。本当にありがとうございました。

柳田・阿保（秩父市） 二度目の関東大会 キャプテン 板倉 由依



関東大会に出場する事がきまり私達は「この大会で優勝したい！」という気持ちを持っ
て、練習してきました。目標にしていた「優勝」はできませんでしたが、この大きな大会で
試合する事が出来た事・今まで対戦した事のないチームと対戦出来た事などが、とても
良い経験になりました。チームの仲間との絆もより深める事が出来たと思います。 関
東大会に出場出来たのは、指導して下さる監督・コーチと仲間のおかげです。残り少な
い市川市の大会も、みんなと力を合わせて頑張りたいです。

ウエスタン・ミンクス（羽村市） 関東大会 キャプテン 岸田 歩莉

宮久保子ども会 （市川市） 念願の関東大会 キャプテン 西野 舞衣

昨年ミンクスは、関東大会に出場することが出来ず、今年こそは関東大会に出場する
ことを目標に練習してきました。羽村予選は、ギリギリ三位で関東大会に出場できて、
次の目標は午後の決勝トーナメントに残ることでした。初戦では相手のペースになり、
大量失点を取られ結果は二勝一敗でしたが、失点差で午後に残ることはできませんで
した。悔しかったけど優勝したディファレンスに予選で勝てたことはうれしかったです。来
年のミンクスは、また関東大会に出場し、次こそは優勝目指してがんばって欲しいです。

私は、十一月十二日に秩父で行われた関東大会に参加しました。キャプテンになっ
て初めての関東大会でした。私はこの大会でチームの課題を見つけることが出来まし
た。それは、キックする方向や強さなどを工夫することです。たから、考えながらキック
の練習をしようと思います。また、試合での集中力が足りないと思いました。私が率先
して声を出し、練習を行っていきたいと思います。大会で強いチームと戦い、チームに
とって良い経験となりました。

蕨フレンズ（蕨市） 関東大会 キャプテン 荒城 彩良

私自身監督として初出場の関東大会で優勝という最高の結果が出たこと、この三年間まずは監督を続けて良
かったと素直に思いました。ディファレンスの選手はもちろん、コーチ陣、保護者、OB、全員が一丸となって掴み
取った優勝でした。チームの更なる結束と練習をこれからも重ねて、来年は史上初の関東連覇を目標に揚げ、
頑張ります！！最後に毎年合宿で秩父の皆様にお世話になり、感謝の気持ちで一杯の大会でもありました。

リアライズ（昭島市） 御礼 監督 小宮山 秀年

ディファレンス（昭島市） 関東大会を終えて 監督 徳竹 当志

２０１３年に発足したリアライズが５年目にして初めて関東大会に出場することができました。これも立ち上げ
メンバーの金城さん、前川さん、臼井さんのおかげであり、今までの卒業生のおかげであり、何よりも今の子
供たちのおかげです。優勝にはあと一歩届かなかったですが、今は感謝の気持ちしかありません。朝早くから
関係者の方々の協力で素晴らしい大会になったことを心より感謝申し上げます。また来年もこの舞台に戻って
これるように精進していきます。

監督の感想

私達吹上フットは七年振り二度目となる関東大会出場となりました。子供達は勿論、父母、チームの関係者
のほとんどが、どんな場所かもわからない中一年間、子供達と絶対関東大会出場しようと厳しい練習をしてきま
した。その結果、出場するだけでなく、三位という素晴らしい成績を納められた事子供達とチームの関係者の皆
様、父母の皆様、そして今まで吹上フットを支えてくれたOBの皆様に感謝です。ありがとうございました。最後に、
今大会開催の関係者の皆様に感謝申し上げます。

吹上フットベース（栃木市） 感謝 監督 久我 有史



今年の６年生達は３年生の時から関東大会にレギュラーとして出場し、４回目の出場です。今年は秩父市開
催。予選突破はもちろん、頂点を目指して日々練習をしてきました。結果は慣れないタイブレーク…点を取られ過
ぎ…まだまだでした。でも初めて秩父での関東大会、計り知れない緊張感、一生の想い出となり、これからの人
生に役立つ事と信じています。最後に今大会にご尽力いただいた役員関係者の皆様有難うございました。チー
ム関係者の皆様もご協力ありがとうございました

宮久保子ども会（市川市） 関東大会 監督 松本 竜一

リトルモンスターズ（秩父市） 関東大会を終えて 監督 深田 学

監督として初めて臨んだ関東大会で思うような結果を残すことが出来ずに個人的には悔しい思いだけが残
りましたが、子供たちの試合が始まる前の緊張した表情、グループリーグでの敗退が決まった後の泣き顔、3
試合目にして手にした初勝利の後の笑顔など見ていると子供たちにとっては関東大会でしか得られないとて
も貴重な体験をさせて頂いたと思います。来年もチームがこの大会に参加することが出来るように頑張りたい
と思います。

監督の感想

「このすばらしい子供達を関東大会で優勝させるぞー！」1年前チームの大声コンテストで力一杯宣言した言葉でした。
しかし結果は４位。今年の６年生は４名でしたが、攻撃力は歴代トップクラスであっただけに、悔しくて悲しくて申し訳ない
気持ちで一杯でした。でも負けて感謝。この経験を心に刻み次につなげてほしいです。本当にすばらしい子供達なので、
これからもずーっと輝き続け、更なる成長を心から願っています。大会関係者の皆様、秩父の皆様本当にありがとうござ
いました。

国府北（栃木市） ７度目の関東大会 監督 渡邉 智博

関東大会に出場した、T-ファイターズ監督の富田です。関東大会、秩父開催に当たり関係者の皆様に感謝申
し上げます。チームとしましては、二度目の出場でしたが残念な結果に終わり悔しい気持ちでいっぱいです。で
すが、五年生中心の中で子供達が一生懸命頑張る姿を見れて嬉しい気持ちもありました。今回の出場で指導
者、子供達も良い経験、勉強になりました。これからも、フットベースを楽しみ、愛し、来年も大会に出場します。

ヴィクトリ－（昭島市） 関東大会 監督 田中 不二男

T-ファイターズ（秩父市） 関東大会を終えて 監督 富田 和良

監督として初めての関東大会、結果は一勝二負で予選敗退と散々でした。今まで練習して来た事を出せれ
ば良かったのですが、試合では相手の勢いにおされ思う様なプレーが出来ませんでした。一つ一つのプレー
が試合を左右する事を子供達に教えて行かなければと感じました。関東大会に出場して得た事をこれからの
練習に生かせればと思います。来年も関東大会目指して、子供達と切磋琢磨していきたいと思います。この関
東大会に向けて準備して下さった方々に御礼と感謝を申し上げます。

関東大会お疲れさまでした。市川市の代表で出場しましたが、一勝も出来ず予選敗退となってしま
い、悔しい思いで帰ってきました。 次回出場した時は、一勝でも多く勝てるように頑張りたいと思
います。

ひまわりホーマーズ（市川市） 関東大会を終えて 監督 遠藤 浩昭

今年は地元開催という事もあり、去年以上に気合が入りました。また、今年は力の差が拮抗していて、どこ
が勝つのかというのも楽しみの一つでもありました。そんな中、我がチームはベスト４を目標として練習してき
ましたが、結果はベスト８敗退でした。しかし、子ども達はいつも以上に集中し、最後まで諦めないで戦ってい
る姿にとても感動しました。そんな気持ちにさせてくれた子どの達へ感謝します。本当にありがとう！最後に、
大会関係者の皆様、大変ありがとうございました。

柳田・阿保（秩父市） 子ども達に感謝！ 監督 板倉 孝行

ウエスタン・ミンクス（羽村市） 関東大会とミンクス 監督 佐藤 大志朗

今回、子供達を決勝トーナメントに進ませてあげれなかった事が悔しく思いました。ただ、関東大会に出場
した事により、今までにない悔しさや、もっと自分たちはやれるという気持ちが出てきた気がします。なので、
残りの大会に向けて再度、子供と大人の気持ちを一つにして、今後の大会で結果を求めて日々練習してい
こうと思いました。



編集後記 関東フットベースボール連盟 広報部長 関本 宇一

今年は、秩父市開催でした。今回は、監督の方々のご協力を得まして、監督作文も載せました。
最後になりますが、ご多忙の中、この新聞にご協力頂いた全ての皆様に感謝を申し上げます。“ありがとう
ございました。m(__)m” ご意見、ご要望は、関東連盟ホームページ（ http://kantoh-footbaseball.com/）の
“掲示板”で受け付けておりますので、お寄せください。）
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