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                             松山 玲子 

城田保新会長と牧島かれん新副会長、桑名和美新副理事長２名の女性役員を登用 

しての協会事業運営に対し、第７１回定時評議員会において承認をいただきました。 

私も就任３期目を迎え、今年度は関東中学校地区大会（川崎会場）、関東中学生 

選抜大会（海老名会場）、日本女子 1部リーグ秦野大会、横浜大会、日本女子２部 

リーグ厚木大会を開催します。特に秦野大会では新しい試みとして、車椅子ソフト 

ボールチーム横浜ガルスのご協力をいただき始球式とデモンストレーションを予 

定しております。「チームあっての協会」を合言葉に新生「城田丸」が船出をいた 

しました。 

平成最後の年に、史上初の米朝会談が開催され大きな話題となりました。 

また、サッカーワールドカップロシア大会では,日本代表チームが決勝トーナメントに進出しましたが健闘 

及ばずベスト１６に終わりました。 

日本ソフトボール協会においては、６月２０日東京ドームを皮切りに宮城県、福島県で開催された日米対抗 

に３連勝し、８月開催の世界女子選手権大会、２０２０東京オリンピック・パラリンピックへと繋がる大きな 

夢と希望を与えてくれました。 

神奈川県ソフトボール協会においては、今年度７０周年の節目の年となります。平成３１年２月２日（土） 

横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズにおいて式典、祝賀会を開催いたします。実行委員会を立ち上げ、先人 

たちの築いてきた功績に敬意を表すと共に未来を語る素晴らしい会にしたいと委員一同頑張っております。 

チーム登録については、特に少年チーム登録数が平成２５年度は１３４チームありましたが、平成３０年度 

登録数９５チームと大幅に減少しております。少子高齢化時代とは言え、協会としても底辺の拡大、いかにし 

てソフトボールの楽しさを伝え、一人でも多くの仲間を増やし、チームの減少を阻むかを考えながら、今年度 

の協会の事業目標として、きめ細かな普及活動に取り組んでまいります。 

１）リーグ参加チーム、普及委員会、技術委員会、指導者委員会、学校の協力を得て、授業の一環としての小 

学校訪問ソフトボール教室を年３回以上実施する。 

２）親子ミニソフトボール教室の充実 

３）一般ソフトボール教室の充実 

４）指導者、特に中学校、高等学校の顧問の先生を対象にしたピッチング講習会の開催 

５）幼稚園児への取り組み 

これらを大きな柱として掲げ、役員一丸となって「明るく・楽しく」をモットーに健全な協会運営に努力 

する所存でございます。一人でできることは微々たるものです。どうぞチーム神奈川として皆さまのご指導 

ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。 
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    祝  神奈川県ソフトボール協会 創立 周年 記念式典・祝賀会 

  期 日   平成３１年２月２日（土） 開始時間 １２時～ 

  会 場   横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 

 

理事長就任３期目 普及活動への思い
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城田 新会長 誕生！！ 

顧問に河野氏 副会長 3 人体制 

 

平成３０年４月７日（土）、大和市シリウス（大和生涯学習センター）で開催され、提出された平成２９年 

度の事業報告、決算報告と平成３０年度事業計画案、予算案、新役員については原案通り承認された。 

平成２６年度から４年間務められた河野太郎会長は顧問に、新会長に城田保氏が、副会長には清田一正・ 

佐藤光氏に加え、牧島かれん氏の３名が決定した。理事長には松山玲子氏が推挙され、３期目がスタートした。 

チーム表彰は、平成２９年度全国・関東・東日本大会、県大会３連覇達成のそれぞれの表彰が行われた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ＝＝ 平成３０・３１年度 神奈川県ソフトボール協会 役員・専門委員長 ＝＝ 

                                       （順不同・敬称略） 

会     長   城田   保（鎌   倉） 

副   会   長   清田 一正（横 須 賀）  佐藤  光（茅 ヶ 崎）  牧島かれん（小 田 原） 

顧       問   河野 太郎（茅 ヶ 崎） 

参       与   廣瀬 正春（横   浜） 

理   事   長   松山 玲子（川   崎） 

副 理 事  長   鈴木 利夫（高体連：技術・指導者委員会担当）  齋藤 雅裕（秦野：審判委員会担当） 

             戸辺 克也（横浜：広報・記録委員会担当）        岡本   進（綾瀬：総務・財務委員会担当） 

            桑名 和美（家庭婦人：普及委員会担当） 

総務委員長    今別府五男（海老名）   担当理事 小金  優（相模原）  森住 康弘（厚 木）  

財務委員長   松本  晋（茅ヶ崎）  担当理事 須藤 昭一（綾 瀬）      

広報委員長   黒川  馨（横 浜）  担当理事 川副 一郎（藤 沢）  

審判委員長   設楽 正義（小田原）  担当理事 佐藤 宗夫（平 塚）  

記録委員長   平塚 照夫（小田原）  担当理事 高橋 一元（座 間）  

技術委員長   脇  則勝（小田原）  担当理事 濱田 英稔（厚 木）  

指導者委員長   天野 利明（愛 甲）  担当理事 久保寺千広（南足柄）  

普及委員長      金子 健三（寒 川）  担当理事 白田 英夫（少 女）  

第７１回 

定時評議員会 

 ＜チーム表彰＞ 
○全国大会 
☆厚木ＳＣ 
第３８回 全日本クラブ女子選手権大会  準優勝 
☆横須賀（男子） 
第３１回 全日本小学生男子大会     第３位 
第１０回 春季全日本小学生男子大会    優 勝 
 
○関東大会・東日本大会 
☆横須賀（男子） 
第２７回 関東小学生男女選抜大会     優 勝 
☆大和ファルコン 
第２２回 関東シニア大会         優 勝 
☆花王コスメ小田原 
第２８回 関東実業団大会          優 勝 
☆西 湘（男子） 
第３４回 関東小学生男女大会        優 勝 
 
○県大会 （平成２７・２８・２９年度）  
☆大和ファルコン 
全日本シニア大会 県予選          ３連覇 
☆大和ファルコン  
全日本ハイシニア大会 県予選        ３連覇 
☆横須賀（男子） 
関東小学生男子選抜大会 県予選       ３連覇 

 

  清田副会長と表彰された皆さん 
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                 新任役員挨拶  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                支部協会 新任理事長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
茅ヶ崎市協会 理事長     岡崎  進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相模原市協会 理事長     小金  優 

「今、ここから」 

昨年秋、相模原市ソフトボー 

ル協会理事会において、理事長 

任期満了に伴う選挙が行われ、 

第４代理事長として、私が選任 

され、３月の評議員会において 

承認されました。一昨年、神奈 

川県協会の皆様をお迎えして、 

「相模原市協会創立４０周年」の事業を終えたとこ 

ろで、次の５０周年に向けた協会発展を図らなけれ 

ばならない時期に、大変な重荷を背負わされた感が 

しています。この４０数年の歴史を刻んできた諸先 

輩の苦労はいかばかりか？という思いとともに、ソ 

フトボール人口の減少をはじめとする、多くの課題 

を抱えている相模原市協会を、神奈川県協会の皆様 

のお力添えをいただきながら「一意専心」今、ここ 

から微力を尽くして担ってまいります。 

              「心をひとつに」        副理事長 桑名 和美 

この度、第７１回定時評議員会にて県協会副理事長に選任されました。日を追うごと 

に責任の重さを痛感しております。家庭婦人連盟に所属しており、日ごろより各支部、 

加盟団体の皆様にはお世話になり感謝申し上げます。また、普及担当理事として５月４ 

日厚木市営及川球場で開催の「関東親子ミニソフトボール親善教室」に携わりました。 

親善教室では親子がひとつになり、みんなが打つ・走る・笑って楽しくプレーする姿を 

見て、この大会が１５年前から市内大会として始まり、現在は予選会を経て、県内・外 

２４チームを迎えるまでに定着していることに感動しました。進行をリードする市内少年部の理事の方々と 

県普及委員の意識の共有の成果だと思います。昨今のチーム数、プレーヤーの減少には悩ましいものがあり 

ます。どの種別もチーム編成には苦慮しており、問題点はただありますが、指導者もプレーヤーも大会運営 

者も「ソフトボールを楽しむ」と言う意識を共有して盛り上げていきましょう。そして、２０２０年東京オ 

リンピックが子供たちにとって輝く宝物になるように想いを繋いで行きましょう。 

微力ながら心を尽くしてまいりたいと思います。 

 

厚木市協会 理事長       森住 康弘  

「私とソフトボール」  

厚木はソフトボール専用球場 

もあり、小学生からシニア世代 

まで、すべての大会が開催され 

ることも多く、ここ数年は、日 

本女子ソフトボール２部の大会 

も行われるなど、ソフトボール 

の盛んな地域です。  

私も先輩方が「厚木クラブ壮年」を立ち上げると 

きに選手として参加することとなり、実年、シニア 

と続けてくることができました。まさか自分がこの 

ような立場になって協会に携わるとは思ってもみま 

せんでした。これまでの経験を生かして、これから 

は、市協会のみならず、県協会にも少しでもお役に 

立てればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

   「これから私が茅ヶ崎市協会で目指すもの」 

昨年度は、簑島前理事長の指揮の元に各協会の皆様にご協力をいただき、日本女子ソ 

フトボール１部リーグ公式戦を茅ヶ崎公園野球場にて開催し、２日間で約４２００人の 

入場をいただき、盛会に終えられたことを改めてお礼申し上げます。 私は、次女が北 

陽中学校のソフトボール部で県大会に出場したことがきっかけで、茅ヶ崎市支部の副会 

長として携わり、前理事長より年末に印籠を渡され、理事長に就任させていただきました。 

先日、茅ヶ崎ファミリーズ「創立４０周年の集い」の記録を拝見させていただき、過 

去に全国３位や関東大会優勝、その後も県での上位入賞をされているのを知り、改めて 

東京オリンピックでの競技となるソフトボールの茅ヶ崎市内で普及と振興、特に少年少女中学校を中心に、 

そして、自治会関係等でも図りたいと考えており、また、茅ヶ崎市ソフトボール協会の組織強化ができるよ 

う、心がけていく所存です。なにとぞ皆様のご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。 
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               新任 専門委員長挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      審判委員長     設楽 正義  

この度、県ソフトボール協会 

審判委員長を拝命いたしました。 

昭和５９年４月埼玉県熊谷市よ 

り勤務先（アマダ）の転勤にて 

小田原市に移籍して３４年経過 

し、当時お世話になりました諸 

先輩方は、殆ど天国に逝かれま 

した。当時保土ヶ谷球場は前日 

の大雪で真っ白の中、試合前に雪かきグランド整備 

して、審判員は紺色の分厚い審判服で、球審はアウ 

トサイドプロテクターを着用して雨降る中びしょ濡 

れで震えながら、トイレを我慢して審判し、諸先輩 

の厳しい指導に耐え忍んで高校選抜大会を３日間審 

判した経験など思い出に残っております。その後、 

３３年経過して、いざ自分がその立場になり、若い 

審判員を指導して見ていかに大変かが遅ればせなが 

ら蘇っています。目配り・・気配り・・思いやりの 

精神で明るく・楽しく・朗らかにをモットーに神奈 

川県協会審判委員会を盛り上げて、若い審判員が喜 

んで新しく入ってこられるようにスタッフ一丸とな 

り、審判員増員を目指して行きたいと考えておりま 

す。２０２０年東京オリンピックでソフトボール種 

目が復活し、今後も継続できるよう、ソフトボール 

人口の神奈川県内普及拡大に努めて、ソフトボール 

が小学生から中学生に部活動として繁栄するよう、 

微力ながら普及拡大を目標に活動したいと思います 

のでよろしくお願いいたします。 

 

広報委員長     黒川  馨 

この度、池田耕介委員長後任 

として仰せつかりました黒川で 

す。多岐にわたる広報活動の実 

務内容について「これをやって 

おけばＯＫ」という正解がない 

からこそ、どこに注力するか、 

目標をどう設定するかなど、個 

人の采配・力量に問われる部分 

が大きいところも、広報ならではの面白さ、難しさ 

があるのではないかと思います。当県協会広報活動 

には、平成６年から横浜市協会の推薦を受け携わる 

ようになりました。市協会には平成２年から広報活 

動に携わり、松浦隆副会長のご指導を受け、現在ま 

で１３１号ライズボール（市協会誌）発行につなが 

っています。県協会では平成１０年開催の５３国体 

（かながわ・ゆめ国体）に向けたミニ国から「ソフ 

トボール神奈川」号外版つくりのためのパソコン教 

室、記事内容の確認、チームへの取材インタビュー 

などの勉強会を開き、思い出深いものがあります。 

その後も「ソフトボール神奈川」を継続すると共に、 

平成１５年からホームページを古澤邦男氏（厚木市）、 

山口利和氏（秦野）のご尽力により開設し、県外から 

も期待されています。今後の会報誌は「トピックス」 

と称した情報を掲載させていただき、広報委員会の削 

減につなげ、会報誌は編集委員会を行いながら発行 

し、送付部数も大幅に減らし、費用削減につなげて 

いく所存です。 

 

 

年　　度 クラブ男 クラブ女 実業団男 実業団女 大学男 大学女 教　員 一般男子 壮　年 実　年 レディース エルダー エルデスト

平成30年 6 4 1 2 2 3 2 4 8 8 18 14 7

平成25年 12 3 5 2 2 3 1 2 6 8 20 19 6

平成20年 27 5 9 2 2 3 1 1 8 15 28 12 6

年　　度 シニア ハイシニア 普　及 家庭婦人 高校男 高校女 中学男 中学女 少　年 少　女 審判員 記録員

平成30年 11 9 41 63 10 60 3 140 95 15 1468 341

平成25年 16 9 43 75 11 66 2 150 123 16 1588 330

平成20年 19 4 42 79 9 64 4 155 134 19 1771 340

チーム・審判員・記録員登録数の推移

◇平成３０年 審判員・記録員認定会◇      （10 月以降実施予定） 

○第１種、第２種公認審判員認定会および第３種公認審判員認定講習会（みなさんで新しいおなかまをご紹介ください） 
の開催につきましては、神奈川県協会ホームページをご覧下さい。 

 

○第１種公式記録員認定会は１２月１５日（土）、１６日（日）、茨城県水戸市で、 第２種同認定会は１１月２３日（金） 、大和市シリウスで開催。 

 第３種公式記録員資格取得講習会は 11月23日（金）、大和市シリウスで開催（みなさんで新しいおなかまをご紹介ください）。 
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◇第２８回 関東小学生男女選抜大会   平成３０年４月２８日～２９日 千葉県 千葉市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜女子＞  参 加：８チーム 

    「横須賀女子 ３年ぶり５回目」 

横須賀女子は、１回戦で山梨ソフトボールクラブ 

を１７－０、続く準決勝・決勝で黒田原フレンズ 

（栃木）を４－０、松戸ＪＳＬホワイトレイズ（千葉）を 

１２－７で破り優勝した。 

 

●関東選抜大会３年ぶり５度目の優勝を果たすこと 

ができました。神奈川県代表として結果を出せたこ 

とに大変嬉しく思います。選手たちは日々の努力・ 

練習してきたことを、いかに本番で発揮できるか？ 

指導者は、選手たちが力を発揮できるように導ける 

か？全員に役割があり、チームの勝利のために役割 

に徹することができました。選手たちの強い意思、 

どんな困難にも立ち向かう姿勢、全員総力で戦えた 

大会でした。まだまだ成長し続ける選手たちの輝く 

姿が見たい、わくわくした気持ちでこれからも頑張 

っていきます。        

（横須賀女子＝写真＝監督 齊藤 優季） 

 

＜男子＞ 参 加：８チーム 

    「金沢スターズ ３年ぶり２回目」 

 金沢スターズは、１回戦でＡＬＬ岩鼻（群馬）を 

３－０、準決勝で前渡ソフトボールスポーツ少年団（茨城） 

を７－０、決勝は神奈川県同士のＡＨドリームスと対戦、 

７－０で金沢スターズが勝利し優勝した。 

 

●金沢スターズは、４月２８日・２９日に千葉市で 

行われた第２８回関東小学生男女選抜ソフトボール 

大会に神奈川県代表として出場し、投手を中心とし 

た堅い守りで大会の３試合すべてを完封勝ちで勝利 

し、平成２７年に続くこの大会２回目となる優勝を 

飾ることができました。素晴らしい大会を開催して 

いただいた関東ソフトボール協会、千葉県ソフトボ 

ール協会の皆様に感謝申し上げます。              

（金沢スターズ＝写真＝スコアラー 荒川 真） 

 

合 格 お め で と う  新しい仲間が増えました  ご指導よろしく！ 

☆第３種公認審判員   平成３０年３月３日  横浜市立平戸中学校 

【中 体 連】 木村亮一、清水謙佑、羽廣裕希、大桃憂謙、水柿健太、高嶋英行、大垣靖文 

        吉野智也、本吉正彦、千ヶ崎達也、深澤省吾、濱野健太、清水敏之、関口優人 

【愛甲郡協会】 植田 豊   

 

☆第３種公式記録員   平成３０年４月２８日  会場 大和市シリウス 

【横浜市協会】 田中篤志、岩瀬秀美、八木京子、平田智子、前田 毅、大里みどり 

【横須賀協会】 有元由香 

【藤沢市協会】 足立 恵、武藤好乃、田中祐佳、河野晴美 

【小田原協会】 櫻井裕佳、比護紀子  

【厚木市協会】 野口典子 
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     ☆全国大会出場 神奈川県チーム☆ 
                     （７月３１日現在） 

・第５８回   全日本実業団男子大会   花王コスメ小田原  

・第５８回   全日本実業団女子大会   花王コスメ小田原  

・第３９回   全日本クラブ男子大会 国立印刷局ソフトボールクラブ 

・第３９回   全日本クラブ女子大会   厚木ＳＣ 

横浜ＶｅｒｔｅｘＬａｄｉｅｓ 

・第６４回   全日本教員大会      横浜市教職員組合 

・第３２回   全日本小学生女子大会        横須賀女子    

横浜キッズ 

・第３２回   全日本小学生男子大会   金沢スターズ 

・第７０回   全日本高等学校女子大会  光明学園相模原高校 

・第５３回   全日本高等学校男子大会  光明学園相模原高校 

◇第８回  関東一般男子大会 

「ロビンズ  初優勝」  

平成３０年７月７日～８日 埼玉県 熊谷市 

参加 １６チーム 

 ロビンズは、１・２回戦で柏キングサンデー（千葉） 

を８－４、ＳＵＢＡＲＵ（栃木）を１０－１、準決 

勝・決勝戦ではキングス（東京）を１０－０、向井 

（群馬）を１５－６で破り優勝した。 

 

●２７年度関東社会人優勝。２８年度全国一般男子 

出場。今年度一般男子関東優勝と結果が出て選手に 

は感謝しています。今後も安定した成績を残せるよ 

う、頑張っていきたいと思っています。練習場所の 

確保が厳しいのですが、神奈川県のソフトボール、 

小田原のソフトボール発展のためにも何とか努力し 

ていきたいと思っています。  

  （ロビンズ＝写真＝代 表 松崎  守） 

 

◇第２９回 関東実業団男子大会 

        花王コスメ小田原    ２年連続 

平成３０年６月９日～１０日 群馬県 高崎市 

参 加：８チーム 

花王コスメ小田原は１回戦で、山梨県警察本部ソ 

フトボールクラブ（山梨）を１４－０、決勝戦 

はボッシュ（株）（埼玉）を７－６で破り優勝した。 

祝   表  彰 
  
７月７日、第１回理事会において表彰 

          （順不同・敬称略） 

・日本ソフトボール協会 功労者表彰 

（葉 山） 池田 耕介  
 
・日本ソフトボール協会 終身審判員 
（葉 山） 歌代 光雄  
（秦 野） 田口  毅 
（小田原） 湯山 慶吾 
（愛 甲） 石坂 俊雄  
 
・日本ソフトボール協会 終身記録員 
（鎌 倉） 渡邉 由幸、若林ヒロ子 
（愛 甲） 熊坂 国男  

◇平成３０年度 関東高等学校大会 
第６８回 関東高等学校女子大会 

「光明学園相模原高校   初優勝」  
平成３０年６月２日～３日 山梨県 甲府市、笛吹市 
参 加：１８チーム 

光明学園相模原高校は、２・３回戦で県立柏井高校（千 

葉）を１２－０、常磐大学高校（茨城）を５－０、 

準決勝・決勝では埼玉栄高校を５－２、県立春日部東 

高校（埼玉）を２－１で破り優勝した。 

 

●運良く県予選を通過することができて関東大会初 

出場。野望は一回戦を乗り切りたい！でした。 

そして次に控えるインハイ県予選に向かっての力 

試し！と考えていました。試合ができることに喜び 

を感じ一つでも多くの試合が喜びであり、選手たち 

が自信をつけたと考えています。部として歴史の一 

ページを築けたことを誇りに今後に繋げていく努力 

をします。 

（光明学園相模原高校＝写真＝監督 利根川 勇） 

 

第１１回 横浜ＤｅＮＡベイスターズ旗争奪 

    少年野球・ソフトボール大会 開会式 

第１１回横浜ＤｅＮＡ旗争奪少年野球、少年・少女 

ソフトボール大会開会式が６月２５日（日）、１８時 

３０分から横浜スタジアムで、総勢２０８チームが集 

い＝写真＝開催された。 当協会は、本大会における 

優勝旗寄贈により、城田会長へ感謝状が授与された。 

式典後は、日立サンディーバ選手によるソフトボール 
教室が、また、国立印刷局 
ソフトボールチームの選手 
による、野球教室を開催。 
 ７月から１２月にかけ 
て、県内各地で熱戦が繰り 
広げられる。 
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平塚市協会 理 事 西村弘志 

今年度の活動は、３月１０日の 

審判伝達研修会から始まる。以下 

に大会開催日程などを記載します。 

３月２５日：平塚市スポーツフ 

ェスティバルで、平塚球場でソフ 

トボール教室。４月２１日：ブロ 

ック中学校交流大会。４月２２日： 

家庭婦人地区予選。５月１２日： 

関東高校県予選の決勝リーグ。 

５月２０日：男子ミズノ杯県予選。 

５月２７日：高校総体女子の１回 

戦。６月３日・１０日：県マスタ 

ーズ大会。６月１７日・２４日： 

湘南女性ソフトボール大会。この 

大会は４市（茅ヶ崎、藤沢、鎌倉、 

平塚）１町（寒川）２２回大会を 

終えた。 

相模原市協会 理事長 小金 優 

 相模原市協会は３月２５日、第 

４２回目のシーズンを迎え、総合 

開会式には８０チーム約１３００ 

名の仲間が昭和橋グランドに参集 

して盛大に行われました。その中

で、永年にわたってソフトボール 

を愛し、現在も審判員あるいは、 

選手として活躍されている６名の 

方々の表彰を行いました。いずれ 

も傘寿（８０歳）を超えてなお活 

躍されている姿に敬意を表し、協 

会の歴史を刻んだその功績を称え 

ました。 

川崎市協会 理事長 吉田英也 

本協会は１９５１年に創立され、 

６７年の歴史を有しています。 

４月の総会から始まり、年４回 

の理事会や各種委員会を開催し、 

所属連盟の大会などがスムーズに 

運営されるように活動をしています。 

近年は、技術講習会やルール講 

習会なども開催されるようになり、 

質の向上を図ることができるよう 

になってきました。また、市内の 

少女、中学、高校、家庭婦人の選 

抜チームによる交流戦も２０年近 

く続け、交流と親睦を深めています。 

葉山町協会 理事長 池田耕介 

 葉山町立一色小学校グラウンド 

で６月２３日の土曜日、葉山町教 

育委員会主催のスポーツオープン 

デ―のソフトボール教室を小学生 

男女対象に、協会および子どもソ 

フトボールチームの協力をいただ 

き、開催されました。参加者総数 

７０名の内、初心者が２３名、子 

どもチームの選手指導者の方にボ 

ールの投げ方捕り方、ゴロの捕球、 

打ち方などを教えていただきなが 

ら、ソフトボールの楽しさを学ん 

でいました。今後チームに加入し

ていただけるのが楽しみです。 

秦野市協会 理事長 齋藤雅裕 

 当協会は昨年、創立５０周年を 

迎え、記念大会・式典・記念誌の 

発行を行い、新たな一歩を踏み出 

したところです。トピックスとし 

て小学校への学校訪問を３年連続 

で開催、中体連ソフトボール教室 

も昨年開催し、普及活動に努めて 

います。大会誘致として関東大学 

選手権や実業団など、県大会では 

総合女子県予選会や、県ゆうあい 

ピック大会などを開催しています。 

綾瀬市協会 理事長 岡本 進 

 昭和５３年１１月に綾瀬市誕生 

と共に協会も創立し本年で４０周 

年を迎えます。５代目会長比留川 

政彦氏、私５代目理事長岡本で新 

しくスタートしました。本年も市 

内はリーグ戦と年齢別の大会、市 

総合スポーツ大会を基本に県央五 

市の大会、県大会では例年通り全 

日本中学生女子神奈川県予選、秋 

季壮年大会を実施、また６年ぶり 

に支部対抗大会も開催しました。 

本年度は１２月に４０周年記念 

事業で式典、祝賀会を行うため、 

実行委員一同準備に忙しく動いて 

る最中です。今後は県協会役員の 

皆様のご理解とご協力で、綾瀬協 

会も盛り上げて行きたいと思います。 

寒川町協会 理事長 金子健三 

 当協会では毎年春季リーグ、秋 

季大会を定期的に開催し、町内男 

女各チームと親睦を図っています。 

町関係では、県消防協会寒川支 

部スポーツ大会において運営、審 

判協力。また、町美化運動への参 

加、町民スポーツディ、びっちょ 

り祭に役員派遣と、町内活動も行 

っています。地域では、湘南４市 

１町の男女ソフトボール大会を主 

催、共催し審判協力など近隣協会 

とも親睦、交流を図っています。 

県関係ではシニア県予選、家庭 

婦人連盟大会などを主管しています。 

今年は日本女子リーグ 1 部を秦 

野大会で開催、皆様の観戦をお待 

ちしています。 
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第 30回 諏訪市・秦野市ソフトボール協会親善交流会開催される 
秦野市ソフトボール協会は、平成３０年６月２３日（土）に姉妹都市である諏訪市ソフトボール協会との 

親善交流会を開催しました。姉妹都市諏訪市との親善交流は、隔年で双方を訪問する形で毎年行われており、 

今回で記念すべき第３０回を迎えました。第１部は、歓迎式の後、「おおね公園スポーツ広場」にて、「スロ 

ーピッチルール」による交流試合が行われました。第２部の懇親会は、「グランドホテル神奈中秦野」におい 

て諏訪市・秦野市４２名が出席して行われました。式典は、八尋副会長の開会の辞で開宴。秦野市協会を代 

表し山口金光会長より歓迎とお礼の挨拶があり、諏訪市協会から小澤誠一副会長より答礼と感謝の気持ちが 

のべられました。来賓として、秦野市から正岡義海市民部長、秦野市議会・阿蘇佳一議長、秦野市スポーツ協会・ 

遠藤五夫会長らが出席され、ご祝辞をいただきました。続 

いて、諏訪市長からのメッセージが披露され、秦野市協会 

久保寺邦夫名誉会長のご発声により乾杯、懇親会がスター 

トしました。出席者は諏訪市・秦野市双方の地酒を楽しみ 

ながら、情報交換とソフトボール談義など和気あいあいと 

した雰囲気の中、有意義なひとときを過ごすことができま 

した。来年は諏訪市で開催される予定です。 

 

    秦野市・諏訪市協会のみなさん 

大和市協会 副理事長 佐藤通子    

３０年度リーグ戦がスタートし 

てはや４ヶ月。全日本県予選大会 

も順調に進み、今年も大和ファル 

コン壮年、シニアの両チームが県 

代表として全国大会に進みます。 

健闘を祈ります。 

小学生チームで、ホワイトガー 

ルズが頑張っており、協会として 

も応援しておりますが、練習会場 

が少なく、最近は協会リーグ戦が 

終了後のグランドで練習に励んで 

おります。夏本番ですが、身体に 

気をつけながら、楽しんでプレー 

をしていきたいです。  

シニア連盟 理事長 丸山孝祐 

 ２０１８年春季大会は、３月を 

皮切りに、シニア（５９歳以上） 

４０チーム、ハイシニア（６６歳 

以上）１９チーム、スーパーシニ 

ア（７０歳以上）１６チーム計７６ 

チームを６月末３ヶ月を掛け終了 

した。現在シニア連盟は、県ソ協 

少年連盟  理事長  大橋昭夫    

神奈川県少年ソフトボール連盟 

は、昭和５５年（１９８０年）に 

県内各地で活動していた状況を一 

本化し、県歴代役員や会員各位の 

子どもたちへの持続的な情熱で結 

成されました。 

平成３０年（２０１８年）登録 

は９５チーム、１３６５名の選手 

が在籍し、支部大会・県大会・関 

東大会・全国大会で優れた成果を 

あげています。 

競技する相手、審判、競技規則 

へ敬意と尊敬の念を大事にしたい

と思います。 

子大会＝写真（伏見桃山城運動公 

園）＝で、横浜市は市民レディー 

ス大会の優勝チームが出場してい 

る。来年は７月１３・１４日に大 

阪市で開催。 

 

また、日本女子１部リーグが毎 

年保土ケ谷球場で行われ、横浜市 

協会は、競技役員としてお手伝い 

をしている。今年も１０月６・７ 

日に開催されます。みなさまの観 

戦をお待ちしております。 

傘下として２６年を迎え、３部門 

登録者１７５１名の組織である。 

秋季大会は団塊時代の人達を頂 

点とし、７５歳以上のゴールドシ 

ニアの部を設け、健康寿命の健全 

化をソフトボールに託し、人生の 

糧に成る様、連盟のミッションと 

する。 

横浜市協会 理事長 戸辺克也 

 本市は毎年７月、横浜・神戸・ 

京都・大阪・名古屋市の五都市に 

よる「都市間交流大会」に毎年参 

加。本大会は今年１５回目を迎え、 

五都市が輪番制で、１２種別（京 

都市大会）のスポーツ競技が行わ 

れている。ソフトボール競技は女 

編集後記 

 今年は梅雨明けが早く、ソフトボール大会開催に当たっては順調に進み、大会関係者は喜んでいたが、 

夏に入り酷暑に悩まされ、試合中に水分補給をとる時間をつくり、大会関係者は熱中症対策を行いながら 

試合を進めていた。これから秋に入るが、昨年みたいな大雨に悩まされないことを祈りたい。（黒川 馨） 

 

試合中に熱中症で救急搬送された選手もいたと聞いています。 


