例年であれば３月下旬に開幕するイースタ
ン・リーグ︒今年は新型コロナウイルス感染拡

席空けての観戦となり︑少しづついつもの鎌ス

となり︑続く宮田選手の内野ゴロの間に１点

た時︑球場は大きく沸きました︒結果進塁打

を入れました︒８回裏︑１死満塁からセンター

タに戻ってきました︒
月１日東京ヤクルトスワローズ戦︒

フライを捕球した宮田選手がストライク返球し

最終戦は

アウトにするファインプレーもありましたが９

大の影響により開幕戦は延期になり例年より３

通常であればフェニックスリーグの終わりに差

日に開幕と発表されましたが︑

し掛かっている時期︒例年になく︑この時期ま

か月遅い６月
感染防止対策により無観客開催となりました︒

回表に失点し︑１ ４で敗戦してしまいました︒

ンが沢山おられました︒

開幕投手は昨年︑左膝蓋骨を骨折し今季完全

い天気での試合

天で過ごしやす

たが最終戦は晴

鈴木遼選手がつ

で最優秀防御率に輝きま

沢山ファンが訪れる事を祈念いたしております︒

申し上げます︒来年度も鎌ケ谷スタジアムに

無事にシーズンを終える事ができた事を感謝

人のファンが球場に駆け付けてくれました︒

売数が限定される中で︑超満員の１︐１４３

無観客で迎えた今年度の試合︒最終戦は販

てもらえれば︒
﹂と締めくくりました︒

もっと突き上げて上が慌てるくらいに頑張っ

ニックスリーグもあります︒来季は２軍から

手たちは着実に成長しています︒まだフェ

最終戦で荒木監督の挨拶がありました︒﹁選

点台でした︒

した︒規定投球回数到達選手の中で唯一の

選手が防御率１．

いう結果に終わりましたが︑個人成績では北浦

本年度のイースタン・リーグの成績は６位と

で鎌ケ谷で野球がみれる幸せを感じているファ
が 予 想 されまし

開幕戦は雨天中止となり翌日の６月
ケ谷スタジアムでイースタン開幕戦を迎え︑読

復活を目指していた上沢選手が５回１安打１失

となりました︒

かまり２失点︒

石川亮選手のセ

1

74

売ジャイアンツに３ １で勝利しました︒

点︒生田目選手が繋ぎ︑ルーキー立野選手が２

２死２・３塁から先制のセンター前タイムリー︒

序盤︑先発の

３回２死２・３塁ではバットを折りながらもし

この２点が重く

打撃では５番左翼で出場した海老原選手が初回

ぶとくセンター前へ運ぶ２点タイムリーを放ち︑

のしかかる展開︒

日から有観客で試合開催される事

いたのは８回裏︒

その後試合が動

開幕戦２安打３打点と全打点を叩きだす活躍で
７月８日に髙濱選手が支配下登録されました︒

した︒
また７月

ンター前ヒット
球で出塁︒続く

に田宮選手が四

％︒約

が発表されました︒球場収容人数の

日に鎌ケ谷スタジアムで有観客での試

上野選手がバン

７月

５００席での限定販売となりました︒

合が開催され︑球場にファンが戻ってきました︒

トの構えを見せ
ローズ守備位置

ました︒スワ
試合

ソーシャルディスタンスを守り︑入場時には検
７月は樋口選手が絶好調︒６・７月で

は前進守備︒１
度バント処理が

安打︒打率４割超えの大活躍でした︒

ファールになっ

に出場し

８月１日には北浦選手が対ロッテ戦で完封勝

た事でヒッティ
ング構えになり
ます︒ここで走
者がスタートを
切りヒットエン
ドランを仕掛け

月で肌寒い天気予報

日に鎌

11

利︒８月度は３試合に登板し２勝０敗防御率０．
日からスポーツ開催イベントの規制緩

︒鎌ケ谷月間ＭＶＰも受賞しました︒
９月

日には樋口選手が球団初の育成入団か

和により約７００席に観戦席が増加されました︒
９月

日より約１︐０００席に緩和︑左右１

ら支配下登録されました︒
月

11
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●2020イースタン・リーグ ハイライト
●月間MVP表彰
（6月度・7月度・8月度・9月度・10月度）

●感謝BOXを送付しました
●2021年度会員募集中！

KAMASUTA☆FANS

第50号

７／

２０２０年 ファイターズ 月間ＭＶＰ表彰
立野和明投手

海老原一佳外野手

（背番号33）

６月度

10

2020年12月6日

（背番号144）

月間MVPに選んでいただきありがとう
ございます。プロ一年目の最初の月に
表彰していただき、うれしいです。早く
一軍でプレーできるように頑張ります。

ありがとうございます。
やっと開幕ができましたし、野球
ができることに感謝しながら、
さらに頑張ります。

©H.N.F.

©H.N.F.

ＧＡＯＲＡ・ＦＦＴＶ
中継時テロップにて

８／

樋口龍之介内野手

（背番号18）

７月度

22

吉田輝星投手

９／

８月度

５

月間MVPに選んでいただきあり
がとうございます。やっとスタジ
アムにお客様が戻り、目の前でプ
レーができ嬉しく思います。
これからも一生懸命プレーし
ファンの皆様の応援に応えられ
るように頑張ります。応援よろ
しくお願いします。

ＧＡＯＲＡ・ＦＦＴＶ
中継時テロップにて

（背番号112）

お客様がいるスタジアム
でプレーができて嬉しい
です。
ファンの皆様の声援に
応えられるようこれからも
頑張ります。
ありがとうございました。

©H.N.F.

©H.N.F.

北浦竜次投手（背番号63）

仲間の支えもあり、チームメイトのおかげでいいピッチングができました。
これからも、日々、成長できるように努力し、勝利につながるようなピッチングができる
ように頑張ります。

万波中正外野手（背番号66）

鎌ケ谷の会月間MVPに選んでいただきありがとうございます。
一本でも多くヒットを打ち、チームの勝利につながるプレーを全力で頑張ります。

©H.N.F.

／

10 長谷川凌汰投手（背番号113）

９月度

11

今回、MVPに選んでいただきありがとうございます。一年目のシーズンで選んでいただ
き嬉しく思っています。残りのシーズンも一ヶ月ですが、しっかりとプレーしていい姿を
ファンの皆様にお見せできるように頑張ります！

今井順之助内野手（背番号70）

月間MVPに選んでいただきありがとうございます。何度選んでいただいても、嬉しいもの
ですね！また、選んでいただけるように一生懸命プレーします！応援よろしくお願いします！

©H.N.F.

／

11 望月大希投手（背番号62）
※1軍帯同中のため表彰式欠席

１ 宮田輝星外野手（背番号111）

月度

10

月間MVPに選んでいただきありがとうございます。シーズンの最後に表
彰していただき嬉しいです。今シーズンは自分の課題に取り組み、多く
のことを学べました。来シーズンは、２年目になるので支配下登録を目
指して、更に努力します。応援よろしくお願いします！

感謝BOXを送付しました── 今年度はコロナ禍で充分な活動が行えず

申し訳ありませんでした。会員の皆様へ鎌ケ谷の地産商品や特典グッズを詰めた
感謝BOXを送らせていただきました。
ぜひ来年度も応援よろしくお願い致します。

ファイターズ鎌ケ谷の会 2021 年度
ヤングファイターズを応援しよう

会員募集中！

入会特典グッズ、
会報郵送、
月間 MVP 表彰式贈呈者（抽選）
特 典 会員証発行、
選手との交流イベントご案内、
いろいろ イースタン・リーグ公式戦チケット割引、
（予定） （一部）
イベントでの優待、
１月新入団選手歓迎式典・交流会入場
年会費

大人 2,500 円・子供（中学生までの方）1,000 円（いずれも税込）

お問い合わせ 0 4 7 - 4 4 3 - 5 5 6 5

©H.N.F.

©H.N.F.

●発行／ファイターズ鎌ケ谷の会 広報部会
●編集／中村俊也 服部裕介 由井美香
○ファイターズ鎌ケ谷の会事務局
〒273‐0123 千葉県鎌ケ谷市南初富6‐5‐60
鎌ケ谷市商工会内 ☎047
（443）5565
ファイターズ鎌ケ谷の会

ホームページ

http://kamagayanokai.com/

Facebookページ
https://www.facebook.com/kamasuta/

