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職場 ・地域 の活
動に自信を持 ち︑
引き 続き︑ 組織
拡大 に全力 をあ
げよ う！

の練 習不 足も あり打 撃・ 守
備等 で荒 さが 見られ ︑暑 さ

ました︒
一 方︑ チー ム水戸 は普 段

本部 チー ムは ︑投打 が噛 み
合い 根本 浩臣 投手を 苦し め

臣投 手と 久古 悟捕手 を起 用
しま した ︒強 豪の秋 田地 方

回戦 が行 なわ れまし た︒ 初
戦の バッ テリ ーに︑ 根本 浩

チ ーム 水戸 は︑初 戦に 秋
田地 方本 部チ ームと 予選 一

突き放され惜敗しました︒
二日間 の大 会に 参加 され

ら れ投打 が噛 み合 わず ︑一
気 に盛岡 地方 本部 チー ムに

は ︑一回 表に 大量 点を 得る
も のの︑ 中盤 から 疲れ も見

盛 岡地方 本部 チー ムに 攻め
込 まれま した ︒チ ーム 水戸

し 力投し まし た︒ 中盤 から
突 然︑亀 岩広 明投 手が 崩れ

れ も見せ ず︑ 根本 浩臣 投手
か ら亀岩 広明 投手 へと 変更

方 本部チ ーム と対 戦し まし
た ︒チー ム水 戸は 初戦 の疲

ました︒

との 闘い もあ り中盤 から 後
半に かけ ︑大 量得点 を与 え

日は ︑盛岡 地

た 皆さん ご苦 労様 でし た︒
怪 我もな く大 会に 貢献 でき
二 日目 の

初戦 を飾 るこ とが出 来ま せ
んでした︒

善 戦 健闘 す る チ ー ム水 戸

新緑深まる５月 ・ 日︑都内﹁大井ふ頭中央海浜公園・野球場﹂
にて︑ 第 回国労東 日本本部軟 式野球大会 が開催されま した︒東 日
本本部管内から︑盛岡・秋田・仙台・新潟・高崎・水戸・千葉・長野・
東京地本Ａ・東京地本Ｂが参加し総勢２０９名︵選手団・審判団・ 大
会役員︶ が交流しました︒
主催者を代表し東日本本部高野委員長から︑昨年は東日本大震災 で
中止となりました︒今大会は︑被災された組合員ともに親睦と交流 を
深めて頂きたいと挨拶しました︒力強い選手宣誓を水戸地方本部が 行
い︑ 五月晴れの大空に響きわたり二日間の熱戦に火ぶたが切られま し
た︒

国労水戸地方本部
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大会開会式は選 手入
場から始まり︑優 勝旗
返還︑審判長諸注意 ︑
選手宣誓︑始球式 と行
い大会に臨みました ︒
始球式には高野委 員長
が投げ︑捕手に樋 口執
行委員︑迎え撃つバ ッ
ターに武笠執行委 員が
立ちました︒
高野委員長の大 きな
カーブを見逃した 武笠
執行委員に大歓声︒ 大
会を大いに盛り上 げま
した︒

