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2005年度総会＆表彰式 2006年1月29日（日）　場所：ローズホテル横浜

会長年頭の挨拶

明けましておめでとうございます。
　フォーティーズの皆様も新たな抱負や願いを胸に新春を迎えた事と思います。
　自分の夢を持ち続けていると心豊かな人生になるはずです。
　平均寿命は伸びましたが、さすがに体力の衰えが目に見えてくる我々全員が
　体力の増進と親睦を計り、今年も来年も「良い年」が重なる様に祈ります。
　今日も元気に、明日も素敵に、素晴らしい2006年になる様に。
平成18年1月吉日

　　会長　中筋　宏

2006年度新役員

会　　　　長　　中筋 　　宏 （浜翔）

副　 会 　長　　太刀岡 　正 （湘南）

副　 会 　長　　伊藤 　重美 （湘南）

運 営 委員長　　丸山 　正蔵 （浜翔）

副運営委員長　　丸木 　伊参 （湘南）

副運営委員長　　伊藤 　慎悟 （浜翔）

会　　　　計　　西川 　捷一 （浜風）

監　　　　査　　岩辺 　芳弘 （港）

記　　　　録　　小林 一三六 （浜友）

報　　　　道　　高須賀 　隆 （港南）

2006年度チーム四役 ☆は新任

【港南】
　監　　督　植木 　忠夫
　主　　将　安藤 　修一
　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 渡利 　阡蔵
　運営委員　高須賀 　隆

【浜翔】
　監　　督　奥田 　正信 ☆
　主　　将　有馬 　一興
　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 　白戸 　勝美 ☆
　運営委員　伊藤 　慎悟

【湘南】
　監　　督　大西 　直良
　主　　将　伊藤 　重美
　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 　犬塚 公一郎 ☆
　運営委員　丸木 　伊参

【浜友】
　監 督 小林 一三六
　主 将　 鈴木 　謙一
　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 久保田 　壮
　運営委員　斉藤 　　秀

【浜風】
　監　　督　西岸 　正次
　主　　将　菊池 　正征
　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 弘中 　敏道 ☆
　運営委員　吉田 　　薫 ☆

【港】
　監　　督　秋 葉　雅司 ☆
　主　　将　稲田 　正夫 ☆
　ﾏﾈｰｼﾞｬｰ 　古橋 　　了 ☆
　運営委員　重田 　俊彦 ☆

表彰 2005年度　表彰対象者一覧

【リーグ準優勝】　　　浜翔チーム

【リーグ優勝】 　　　　港南チーム

【最優秀選手】　　　　安藤 修一 （港南）

【優秀選手】 　　　　土門 純　 （港南）　　時長 秀敏 （浜翔）　　伊藤 重美 （湘南）

　　　　弘中 敏道 （浜風）　　松本 実 　（浜友）　　田中 輝雄 （港）
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【各部門表彰選手】

【2005年度に達成された通算記録】
☆500試合

　秋山 弘　　 (浜翔)   520 <03/20>

　有馬 一興　 (浜翔)   515 <05/22>

　茜屋 重雄　 (浜翔)   514 <05/22>

　太刀岡　 正 (湘南)   509 <06/12>

　萬木 紀一朗 (港南)   505 <08/07>

　鈴木 義博　 (港)　 503 <07/03>

☆250試合

　四方田 信和 (港) 　 260 <05/15>

　宮本 秀一　 (港南)   255 <06/19>

☆200本安打

　佐藤 隆　　 (港)   　204 <06/26>

☆400本安打

　岡崎 四郎　 (湘南)   406 <06/26>

　市川 征司　 (湘南)   402 <08/07>

☆200打点

　太刀岡 　正 (湘南)   205 <04/10>

　森 文男　　 (湘南)   200 <09/04>

☆300打点

　鈴木 善二郎 (浜友)   307 <06/26>

☆300盗塁

　丸山 正蔵　 (浜翔)   310 <03/13>

☆100勝

　有馬 一興　 (浜翔)   104 <07/10>

☆500奪三振

　植木 忠夫　 (港南)   500 <06/19>

☆750奪三振

　森 文男　　 (湘南)   755 <09/04>

☆1,000奪三振

　塚田 惣治郎 (港南) 1,020 <04/24>

【皆勤賞】
☆1年

　土門 純　　 (港南)　　高須賀 隆　 (港南)

　有馬 一興　 (浜翔)　　中島 清　　 (浜翔)

　時長 秀敏　 (浜翔)　　西岸 正次　 (風)

　小林 一三六 (浜友)　　斉藤 秀　　 (浜友)

☆2年

　大矢 忠夫　 (港)

☆4年

　小島 忠雄　 (港南)　　丸山 正蔵　 (浜翔)

　丸木 伊参　 (湘南)　　久保田 壮　 (浜友)

☆5年

　塚田 惣治郎 (港南)

☆6年

　福島 武男　 (浜翔)

☆9年

　安藤 修一　 (港南)

☆20年
　中筋 宏　(浜翔)

【還暦到達者】　（H18年中）
　伊藤 　重美 (湘南)　S21. 6. 4生

　稲田 　正夫 (港)　　S21. 8.25生

　徳村 　保博 (浜友)　S21.12. 3生

打率総合ベスト10

① 川崎 義人 (湘南) .529
② 丸山 正蔵 (浜翔) .447
③ 土門 純 (港南) .438
④ 伊藤 慎悟 (浜翔) .421
⑤ 鈴木 善二郎 (浜友) .419
⑥ 伊藤 重美 (湘南) .403
⑦ 植木 忠夫 (港南) .395
⑧ 犬塚 公一郎 (湘南) .382
⑨ 安藤 修一 (港南) .381
⑩ 尾野 幹夫 (港) .378網掛け部分は部門トップ

※成績で各部門上位者で洩れている人は、表彰規定（出場試合数18以上・
　行事出席数1/2以上）に達していないため、表彰対象から除外。

ジ ュ ニ ア ミ ド ル シ ニ ア
(S40年～S24年1月生まれ) (S23年12月～S16年3月生まれ) (S16年2月生まれ以前)

① 川崎 義人 (湘南) .529 ① 伊藤 重美 (湘南) .403 ① 鈴木 善二郎 (浜友) .419
② 丸山 正蔵 (浜翔) .447 ② 安藤 修一 (港南) .381 ② 植木 忠夫 (港南) .395
③ 土門 純 (港南) .438 ③ 徳村 保博 (浜友) .340 ③ 丸木 伊参 (湘南) .353
① 吉田 信晴 (港南) 2本 ① 四方田 信和 (港) 1本 ① 塚田 惣治郎 (港南) 1本
② 山田 伸久 (港南) 1本
② 土門 純 (港南) 1本 ② 松本 実 (浜友) 1本 ② 川崎 義人 (港南) 1本
② 尾野 幹夫 (港) 1本 ② 伊藤 慎悟 (浜翔) 1本 ② 犬塚 公一郎 (湘南) 1本
① 川崎 義人 (湘南) 24点 ① 安藤 修一 (港南) 25点 ① 中村 利雄 (湘南) 15点
② 犬塚 公一郎 (湘南) 21点 ② 西岸 正次 (浜風) 19点 ② 丸木 伊参 (湘南) 14点
② 伊藤 慎悟 (浜翔) 21点 ③ 奥田 正信 (浜翔) 16点 ② 鈴木 善二郎 (浜友) 14点
① 鈴木 兼保 (浜翔) 35個 ① 伊藤 重美 (湘南) 27個 ① 中村 利雄 (湘南) 12個
② 土門 純 (港南) 28個 ② 奥田 正信 (浜翔) 12個 ② 大西 直良 (湘南) 11個
③ 犬塚 公一郎 (湘南) 27個 ③ 太刀岡 正 (湘南) 9個 ② 岡崎 四郎 (湘南) 11個
① 鈴木 兼保 (浜翔) .593 ① 伊藤 重美 (湘南) .474 ① 丸木 伊参 (湘南) .522
② 伊藤 慎悟 (浜翔) .569 ② 安藤 修一 (港南) .458 ② 鈴木 善二郎 (浜友) .460
③ 丸山 正蔵 (浜翔) .526 ③ 西岸 正次 (浜風) .421 ③ 植木 忠夫 (港南) .458

ジ ュ ニ ア ミ ド ル ミ ド ル シ ニ ア
(S40年～S19年12月生まれ) (S18年1月生まれ以前)

① 安藤 修一 (港南) 0.686 ① 塚田 惣治郎 (港南) 0.720
② 川崎 義人 (湘南) 0.722 ② 有馬 一興 (浜翔) 1.000
③ 伊藤 重美 (湘南) 0.981 ③ 鈴木 善二郎 (浜友) 1.444
最多勝利　 　塚田　惣治郎　　(港南) 17勝

最多セーブ 　白戸　勝美　　　(浜翔) 6セーブ

最多奪三振 　伊藤　重美　　　(湘南) 36個

フォーティーズ賞 　渡利　阡蔵　　　(港南) .231

会　　長　　賞 　太刀岡　正　　　(湘南)
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