相手 は、 アイ コミ ュニケー シ ョンズ さ ん です。
早くも 五点 リードされ てしま いました。 チーム の中 には、敗戦
ムードが じわじわと漂 っていましたが、 ここで雨が降 ってきま
した。試合 の流 れが変 わ るかもしれな いと全 員が 最後 ま であき
ら めな い気持 ちを持 ち始 めたら、 またもや奇跡が起 こりまし
た！

二試合 目

ここで習志 野 ルーキーズ は、 もしかしたら優勝 も夢 じ ゃな いと
思 い始 めた のです。 三社 での対抗戦な ので 二勝 したら優勝 です。

相手 は、 ハヤブ サ ・ド ット コムさ ん
です。
二点 リードされましたが、 すぐ に 二
点を取り返し振 り出 しとなりました。
そ こでベテラ ン川 元選手 のヒ ットを
き っかけ に満 塁となりました。次 の
バ ッター大網 の根本 選手が走者 一掃
の満 塁 ラ ン ニング ホームラ ンと いう
見事 な攻撃 で四点を奪 取！逆転 で
す！か ってこんな ことがあ った で
し ょうか！まさしく奇跡 です！
そし て最後 にダ メ押 し の 一点をとり、
結 果七対 二の大差 で勝利をもぎ 取り
ました。

一試合 目

八月 二十九 日 （
水）、宇都宮 に遠征
し 三社対抗 野球大会 に出場 しました。
我が習志 野 ルーキーズ は、 ここ最近
は万年 最 下位 と いう 不名誉 な記録を
更新 し ていましたが、今年 はメ ン
バーも新 しくなり雪辱を果たす べく
闘志 に燃え て挑 みました。

三社 対抗 野球大会
習志 野ルーキーズ、惜しくも準優勝！
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な んと、 五点 のリードを同点 ま で追 い ついた のです。
ま る で高校 野球を見 ているよう で、応援 のみんな は、全 員が鳥
肌がた つぐら いの感動 の渦 に巻 き込まれました。
これ は、 もしかす ると 「
優勝、 す んじ ゃね ぇ」 と誰 もが 現実 に
な る ことを望 み始 めました。

雨が降 ってきたた め、 回は短縮 され最後 の回となりました。先
攻 の我が習志 野 ルーキーズ は、無得点 でした。ただ、後攻 のア
イ コミさんチームを〇点 におさえれば、引 き分けとなります。
そうな ると、得失点差 で今 回 の大会 は、我が習志 野 ルーキーズ
の初優勝 とな る のです。 ２ アウトを 取り、 あと ひとり コー ルが
叫ば れ つつ運命 の 一球 ・・・

無残 にも ヒ ットとなり走者が ひとり帰 ってサ ヨナ ラ負 けとな っ
てしま いました ・・・

もう 一息 でした ・・・と ても残念 ですが これも結 果 です。
ただ、 ここま で成 長した習志 野 ルーキーズ の選手 ・監督
には惜 しみな い拍手 で迎えた いと思 います。

来年 こそは、優勝を勝 ち取 って いただきた いと思 います。

