
記録員
2010/11/4 8:27

やったぜ！！俺たちはやっ
たん…

ピョン太
2010/11/3 23:21

やったぜ！！俺たちはやっ
たん…

高校球児
2010/11/3 23:02

やったぜ！！俺たちはやっ
たん…

サンタさん
2010/11/3 22:35

やったぜ！！俺たちはやっ
たん…

Sスケ
2010/11/3 8:18

大大大ニュース！！！！！
まー…

ＫＡＮ
2010/11/1 21:47

大大大ニュース！！！！！
まー…

高齢球爺
2010/11/1 12:45

大大大ニュース！！！！！
まー…

N.K
2010/11/1 9:26

まー流山選抜選出おめでとう 今大会で見せ

たセンターゴロ３回、ダイビングキャッチ

等 特に守備面が評価された事が価値あるも

のだと思います。 ホークスの代表として活

躍を期待しています。 （打つ方をもう

チョット…

まさや選抜選出おめでとう！ お前なら選抜

チームでも絶対レギュラーをとれるはず！ 

ホークス代表として頑張ってくれ。応援し

てるよ！ 11月3日いよいよ決戦の時！ カー

ジ戦の勝利から2週間以上も間があいたけ

ど、…決勝の相手がやっと決まった。 ホークスと

同じ守備の良いチームだ。 ピッチャーは速

球だ。 でも、心配いらない。 守備はホーク

スの方が断然良い。うまい。強い。 それか

ら ホークスは速球の方が当たる。打てる。 

…

Ａのみなさん優勝おめでとうございます さ

すがＡのみなさんミラクルプレーで 相手を

たった１点で押さえるなんて すごいですね 

東葛大会でも優勝旗を 持って帰ってきてく

ださい お待ちしております

まーくん流山選抜に選ばれておめでとうご

ざいます(^_^)v 今日、Ｂは一生懸命応援

するからＡは絶対優勝してしてくださ

い！！

秋季大会、優勝おめでとう！ １２対０の圧

勝で、すごかったよ！ 試合の中で、特にす

ごかったのは初回の３連続ホームラン！U田

川コーチも回れ！回れ！って叫んでたから

一番良かったと思うよ！ ピッチャーのK太

朗も…

本当にＡのみなさん 今日は優勝おめでとう

ございます 監督、コーチ、お父さん、お母

さん おめでとうございます 守備での面では 

Ｋ太郎ナイスピッチ リリースのＲ弥もよく

あの 場面で押さえれたのが良かった 打…

お名前/受付日時/記事タイトル コメント

Aのみんな❗ 優勝おめでとう‼ 君達は凄い❗ 

一回戦から失点が「1」ってなかなか出来な

い事だと思うよ😉 最後最後と言ってきたけ

ど、君達自信の力で今のメンバーでもう少

し試合が出来る😌 このメンバーで東葛大会

…
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大大大ニュース！！！！！
まー…

ＮＡＢＥ
2010/10/22 22:59

: 修正完了：お詫び：ビデオ

ワッショイ！？お祭り男
2010/10/20 20:27

決勝進出！

ＫＡＮ
2010/10/20 19:56

勝利への第三歩

N.K
2010/10/18 20:52

決勝進出！

ＫＡＮ
2010/10/17 18:49

決勝進出！

まー
2010/10/17 18:42

決勝進出！

まさきへ
2010/10/17 9:26

決勝進出！

真喜
2010/10/17 8:34

決勝進出！

高齢球爺
2010/10/17 8:29

決勝進出！

ＤＡＮ
2010/10/17 7:51

いちむらコーチ 昨晩は「タメ」だとの話に

まんまと乗ってしまい、 大変失礼しまし

た。 冷静に考えればそんなわけは無いので

すが、 勝利に浮かれてあまりに「ハメ」を

はずし過ぎました。 次にお会いするときは

最後にミスしてごめん。自分を信じて絶対

優勝します！！！

昨日はあまりの感動で書き込みを忘れてお

りました。 宿敵カージを完封出来たことは

マジすごいやつらだ。 今までの試合は最後

の決勝戦の練習。今度が本番です。 最後ま

で良い緊張感で戦い抜こう。 キャプテンの

やったー3回戦勝ったどー、Ｔ平のおかげで

2点とれたし、Ｋタロウも、いいピッチング

してたし、ホークスちょうしよかったねー

このちょうしで決勝戦も、勝つぞー。　監

督やコーチの言うとおり、普通のプレーを

おまえがいてくれたから 決勝にいてくれた

んだよ😌キャプテン

ホークスの皆な、最高のバースデープレゼ

ント有難う。 試合終了直後にＭ田ママより

メールを貰いすごく感激しました。 実際に

試合は観てないが、ブログでのコメントを

見ていると大体 想像が出きました。 今年の

まさき、 エラーは野球ではつきもの（しな

いほうがいいんだけど）。 反省はしてもい

つまで引きずってちゃだめだよ。前向きに

考えて行こうぜ。 皆にもいい教訓になった

と思うよ。最後のアウトを取るまで気を抜

とうとう決勝です。 カージ戦のような試合

をすれば、ずぇ～ったいに勝てます！！ 僕

は仲間を信じているから 次の試合も勝てる

と信じています。 「one for oll oll for 

one」

素晴らしい動画をありがとうございます！ 

感動しました！ 涙腺がもろいおやじにはた

まりません（ＴＴ） 次回も期待してます！

まー流山選抜選出おめでとう 今大会で見せ

たセンターゴロ３回、ダイビングキャッチ

等 特に守備面が評価された事が価値あるも

のだと思います。 ホークスの代表として活

躍を期待しています。 （打つ方をもう

チョット…
遠く関西から応援してます。ＤＡＮさんの

会社の後輩のＮＡＢＥです。 ＤＡＮさんか

らこのページを紹介いただいて以来、みな

さんの活躍を拝見しております。 いよい

よ、決勝戦ですね。残り少ない準備期間、
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決勝進出！

いちむらコーチ
2010/10/17 3:27

決勝進出！

背番号３
2010/10/16 21:36

決勝進出！

みんなやったね。準決勝突破この調子で次

も勝とうね。背番号３もみんなと一緒に頑

張るから思いっきり投げて良いよ。優勝し

てみんなで泣こうよ。次の試合も思いっき

りやろう。

いちむらコーチ 昨晩は「タメ」だとの話に

まんまと乗ってしまい、 大変失礼しまし

た。 冷静に考えればそんなわけは無いので

すが、 勝利に浮かれてあまりに「ハメ」を

はずし過ぎました。 次にお会いするときは

チームのみんなへ 準決勝ご苦労様。 まだ、

終わりではないです。君達の目標は１番で

す…優勝です。 １番とは、やり切る事から

生まれます。 その結果が…成果に繋がりま

す。 やり切る事… １番大切な事… 自分は
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