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2007年度 総会＆表彰式

2008年度新役員
　会　　　長　　中筋　宏　　　　　副　 会 　長　　太刀岡　正

　　　　　　　　　　　　　　　　　副　 会 　長　　伊藤　重美

　運営委員長　　丸山　正蔵　　　　副運営委員長　　丸木　伊参

　　　　　　　　　　　　　　　　　副運営委員長　　伊藤　慎悟

　会　　　計　　久保田　壮　　　　監　　　　査　　西川　捷一

　記　　　録　　小林　一三六　　　報　　　　道　　高須賀　隆

会長年頭の挨拶

2008年1月27日（日）　場所：ローズホテル横浜

　あけましておめでとうございます。

　平成の年も、もう20年になる。今年はまだまだインフルエンザが猛威を振るうそう

だ。スポーツに定年はない。中年の青春、年令を越えて野球というスポーツを楽しみ、

いつまでもボールを追っていこう。一緒に喜んで、一緒に笑って、一緒に熱を持って

悔いのない毎日を、健康は勿論心の健康も忘れない様元気に頑張っていきましょう。

平成20年1月吉日

　　会長　中筋　宏

2007年度表彰１

持丸 末博 (港)

時長 秀敏 (港)

石川 伸哉 (港南)

尾野 幹夫 (湘南)

犬塚 公一郎 (浜翔)

斉藤 茂美 (浜友)

丸山 正蔵 (浜風)

最優秀選手

優秀選手

※成績で各部門上位者で洩れている人は、表彰規定に達していないため、表彰対象から除外。

安藤 修一 (港)

四方田 信和 (港)

荘司 俊行 (浜風)

還暦到達者

リーグ優勝 港チーム 14勝8敗3分 .636 勝点31

リーグ準優勝 港南チーム 14勝10敗1分 .583 勝点29

① 石川 伸哉 (港南) .534 ① 大西 直良 (浜風) .442
② 犬塚 公一郎 (浜翔) .443
③ 大西 直良 (浜風) .442
① 大西 直良 (浜風) 26点 ① 大西 直良 (浜風) 26点
② 石川 伸哉 (港南) 25点
③ 尾野 幹夫 (湘南) 24点
① 土門 純 (港) 37個 ① 西岸 正次 (港) 15個
② 犬塚 公一郎 (浜翔) 33個
③ 鈴木 兼保 (湘南) 32個
① 丸山 正蔵 (浜風) .606 ① 大西 直良 (浜風) .530
② 石川 伸哉 (港南) .594
③ 後藤 純一 (浜友) .542
① 石川 伸哉 (港南) 4本 ① 石原 公紀 (湘南) 3本
② 石原 公紀 (湘南) 3本
③ 尾野 幹夫 (湘南) 2本
③ 犬塚 公一郎 (浜翔) 2本
③ 吉田 信晴 (浜翔) 2本

① 伊藤 重美 (港南) 0.71 ① 塚田 惣治郎 (湘南) 0.92
② 大川 美則 (浜翔) 0.918
③ 塚田 惣治郎 (湘南) 0.92

最多勝利　 　塚田 惣治郎　(港南) 10勝
最多セーブ 　白戸 勝美　　(浜友) 4セーブ
最多奪三振 　持丸 末博　　(港) 50個

フォーティーズ 賞 　中村 利雄　　(浜翔) .262
会　　 長　　　賞 　森 文男　　　(浜友) 通算200勝
運 営 委 員 長 賞 　小林 一三六　(浜友) 記録管理
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① 石川 伸哉 (港南) .534
② 犬塚 公一郎 (浜翔) .443
③ 大西 直良 (浜風) .442
④ 尾野 幹夫 (湘南) .438
⑤ 鈴木 兼保 (湘南) .431
⑥ 斉藤 茂美 (浜友) .429
⑥ 丸山 正蔵 (浜風) .429
⑧ 後藤 純一 (浜友) .422
⑨ 三橋 俊哉 (浜友) .411
⑩ 吉田 信晴 (浜翔) .400

打率総合ベスト10
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2007年度表彰２

2007年度新記録

【全日本生涯野球大会出場希望者募集要項】

・長野県上田市を中心に開催
・5月31日(土)～6月1日(日) 又は 6月7日(土)～8日(日)のいずれか
・60才以上の方（S23年12月31日生まれ以前）で最大15名まで（先着順）
・監督：石原 公紀　雑用係：小林 一三六
希望者は3月9日開会式当日までに直接小林(浜風)まで申込んでください。
※締め切りが早いのでご注意下さい。10名に達しない場合は中止します。

●▲◆　お知らせ　◆▲●
【今年もピノ賞を提供頂きます！！】

パブ・ピノ様よりご提供頂く賞品により、以下
に該当する方全員を毎試合表彰します。
・MVP of the day　－勝利チーム監督が選出
・本塁打賞　　　　－本塁打毎に表彰
・猛打賞　　　　　－1試合3安打以上
・パーフェクト賞　－3イニング完全投球

●▲◆　お知らせ　◆▲●

●1年

西岸 正次 （港）

松本 実 （港）

時長 秀敏 （港）

太刀岡 正 （港南）

石川 伸哉 （港南）

久保田 壮 （港南）

尾野 幹夫 （湘南）

鈴木 謙一 （浜翔）

吉田 信晴 （浜翔）

中村 利雄 （浜翔）

弘中 敏道 （浜友）

大西 直良 （浜風）

山田 伸久 （浜風）

佐藤 隆 （浜風）

秋葉 雅司 （浜風）

【皆勤賞】

●2年

植木 忠夫 （港南）

小林 孝雄 （浜友）

石原 公紀 （湘南）

古橋 了 （湘南）

森　 文男 （浜友）

●3年

高須賀 隆 （浜翔）

●4年

大矢 忠夫 （港）

●6年

丸山 正蔵 （浜風）

丸木 伊参 （湘南）

●7年

塚田 惣冶郎 （湘南）

●8年

福島 武男 （港南）

●11年

安藤 修一 （港）

●22年

中筋 宏 （浜風）

★250試合

内藤 誠 （浜翔） 09/09

時長 秀敏 （港） 09/09

水品 弘 （港） 09/16

久保田 壮 （港南） 10/14

★500試合

西川 捷一 （港南） 09/16

石原 公紀 （湘南） 11/18

★150勝

鈴木 善二郎 （浜翔） 07/08

佐藤 隆 （浜風） 10/28

★200勝

森 文男 （浜友） 10/28

★1300イニング

有馬 一興 （港南） 08/26

★1600イニング

塚田 惣冶郎 （湘南） 04/22

★200安打

伊藤 重美 （港南） 06/24

【通算記録】 ★300安打

丸山 正蔵 （浜風） 11/18

★500安打

西岸 正次 （港） 11/25

★200打点

岡崎 四郎 （浜風） 10/28

（従来）
■最多連続与四死球（個人） 秋山 弘 （湘南） 6個 '00/11/19

秋葉 雅司 （浜風） 6個 04/08 対港南戦 時長 秀敏 （湘洋） 6個 '02/09/15
（従来）

■優勝最低勝率 南部チーム .667 18勝9敗1分 1989
港チーム .636 14勝8敗3分 湘南チーム .667 16勝8敗4分 1998

■最多獲得四死球（ゲーム）
港南：20 浜風：8 28個 04/08 湘南：13 翼：12 25個 '86/07/13

■最多獲得四死球（チーム） 港南チーム 16個 対東部 '85/05/22
港南チーム 20個 04/08 対浜風戦 港南チーム 16個 対浜友 '98/03/15

■最多連続与四死球（チーム） 西部
浜風（秋葉：6 岡崎：2） 8個 04/08 対港南戦 （内田勝：4 成田繁：3） 7個 対南部 '82/05/30

■最多敗戦
佐藤 隆 （浜風） 13敗 鈴木 善二郎 （浜友） 12敗 2004

（従来）
■全員最多得点（チーム）

浜風チーム（13人） 27点 10/28 対浜翔戦 Ａチーム（13人） 23点 対Ｄ '80/04/20
■1試合最多得点（ゲーム）

浜風：27 浜翔：13 40点 （5回） 10/28 湘南：22 浜友：13 35点 （7回） '88/04/24
■1試合最多得点（チーム）

浜風チーム 27点 （5回） 10/28対浜翔戦 南部チーム 26点 （5回） 対東部 '83/07/24
■最高打率

石川 伸哉 （港南） .534 （58-31） 川崎 義人 （湘南） .529 2005
■最高出塁率

丸山 正蔵 （浜風） .606 （71-43） 大西 直良 （港南） .597 1984
■１試合最多盗塁

土門 純 （港） 6個 07/29 対浜風戦 5名 5個

ワーストタイ記録

ワースト新記録

新記録


