
■常呂における野球の普及年表

和暦 西暦 月 日 内 容

大正5年 1916 町に三角ベース（野球）が流行し始める：現北見市（北見朝野球５０年誌：年表）

大正8年 1919 少年野球ボール完成、少年野球始まる（北海道軟式野球連盟五十年史：年表）

大正11年 1922 青年用ボール（学校用特号ボール）発売（北海道軟式野球連盟五十年史：年表）

（大正１３年 第１５回卒業生）野球部が５年生の時に初めてできた。私はショートだった。

（常呂小学校八十周年のあゆみ） ＊別添資料１

＊年代特定はできないが、大正９年-１１年に日吉尋常小学校で、初代校長が野球を教えたとの

記述あり（日吉小学校開校８０周年記念誌） ＊別添資料２

昭和13 1938 昭和１６年３月、錦水尋常小学校卒業生／Ｕさんが４-６年生時代の恩師／吉長先生の思い出と

-15年 -1940 して「野球にも剣道にも常に生徒と一緒に行動」と記述（錦水小学校五十年史：同窓生回想）

昭和21年 1946 7月25日 常呂軟式野球連盟が常呂小学校グランドに野球用バックネット１基寄贈（常呂小学校学事報告）

7月26-28日 常呂小学校野球チームが北見市へ少年野球大会出場（常呂小学校学事報告）

＊北海道新聞主催の全北見少年野球大会が、７月２７日から北見市中央校グラウンドで開催

参加校は２２校（留辺蘂町史）

9月23日 常呂小学校の少年団分団（町内会）対抗野球大会（常呂小学校学事報告）

9月27日 常呂小学校の少年団分団（町内会）対抗野球大会：弁天優勝（常呂小学校学事報告）

昭和22年 1947 5月8日 午後７時より常呂軟式野球連盟協議会：委員室（当直日誌）

5月11日 常呂校グランド開き、野球大会開催（当直日誌） ＊常呂小学校

●常呂図書館が所蔵している地域資料から、「野球」の文字が確認できる事項を大正時代から昭和４０年代
初期まで集め、年表にしました。その他にも当時の雰囲気が分かる記述と写真も追加しました。

●年表を見ると、終戦後、急速に野球が地域に広がっていき、子どもからおとなまで地域の大きな楽しみに
なっていったことが分かります。

●この野球の急速な普及の要因には、戦前から地域の中で野球が親しまれていたという素地が考えられます。
野球はルールが難しく、ボールを打つ・投げる・捕るなどの動作はかなりの練習を要します。また、チーム
競技なので野球の基本を知っている人がかなりいないと普及は難しいと思われます。

●戦前の記録はごくわずかですが、昭和２１年には軟式野球連盟という組織があり、小学生のチームが遠征
試合をするほどのレベルにあったことは、その素地があったことを推測させます。

●昭和３６年に体育協会が設立され公的資料が残る以前は、役場の「当直日誌」の記述が大半で、それに学校
の記念誌に記された記録だけなので、地域における野球（軟式野球）の歩みを体系的に表すことはできませ
んが、大まかな流れはつかめると思います。
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5月14日 常呂野球連盟協議会（当直日誌）

5月18日 網走日通対全常呂○○野球試合、３－２で網走日通勝ち（当直日誌）

5月25日 午後、日吉小学校５．６年生と中学２．３年生とで野球の試合をする。グローブが足りず、外野

は素手だ（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌収録日記）

6月2日 野球連盟役員会１２名、午後１０時まで（当直日誌）

7月6日 職域対抗野球大会主将会議：午後７時より９時まで（当直日誌）

9月2日 午後８時より常呂野球連盟総会（当直日誌）

9月23-27日 少年団分団（町内会）対抗野球大会：弁天優勝（常呂小学校学事報告）

昭和23年 1948 5月9日 常呂小学校グランド開き（当直日誌）

5月30日 役場対漁業会野球大会、７－６で役場勝ち（当直日誌）

6月6日 村内職域対抗野球大会、役場対新制中学（当直日誌）

6月8日 職域野球試合、役場対学校（当直日誌）

6月19日 午後５時より役場対木工場野球大会（当直日誌）

6月25日 日吉中学校が北登校と野球試合（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

7月3日 町村対抗野球大会、上斜里で開催。強豪東藻琴と対戦、１３－２のスコアで快勝（当直日誌）

7月5日 町村軟式野球大会出席者全員帰る（当直日誌）

7月11日 佐呂間村で佐呂間、若佐村対常呂の野球大会(常呂１２－６若佐 常呂３－０佐呂間)（当直日誌）

8月1日 佐呂間、オール佐呂間、常呂村野球大会：佐呂間村（当直日誌）

8月21日 上斜里野球チーム１５名、委員室に宿泊（当直日誌）

8月22日 野球大会、午前９時から午後２時（上斜里役場対常呂役場、上斜里役場対漁業会）（当直日誌）

9月5日 常呂小学校グランドで網走中学校対常呂中学校野球戦、２－０で惜敗（当直日誌）

9月6日 野球連盟役員会：委員室（当直日誌）

9月10日 常呂神社本祭職域野球大会（当直日誌）

9月16日 野球連盟役員会：午後７時～１１時（当直日誌）

9月18日 上斜里チーム１２名、美幌チーム１３名委員室に宿泊（当直日誌）

9月19-20日 斜網郡町村役場対抗野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

10月9日 野球連盟主催、天野英○氏アコーディオン第２回演奏会：常呂劇場（当直日誌）

昭和24年 1949 5月8日 １１時より野球大会（当直日誌）

5月22日 常呂小学校グランド開き野球大会（当直日誌）

6月5日 常呂小学校グランドで職域対抗野球大会：準決勝／役場対農業会、３-５で惜敗（当直日誌）、
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6月3日 午後８時より委員室で野球連盟役員会（当直日誌）

7月3日 役場・農協・学校チームで野球試合（当直日誌）

7月15日 役場の町村野球大会のため、各選手出発（応援団３時発）（当直日誌）

7月16日 町村野球出場のため、大半出張（当直日誌）

8月11日 委員室で野球連盟役員会（午後８時から１０時）（当直日誌）

8月14日 各職域野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

8月15日 職域野球大会決勝、各町内会野球大会（当直日誌）

8月16日 各町内会野球大会決勝（当直日誌）

8月21日 消防団対抗野球戦（常呂８－３網走 決勝／網走２－０常呂、惜敗）（当直日誌）

8月25日 委員室で野球連盟役員会（当直日誌）

8月30日 上斜里校で第一方面中学校野球予選大会（上札弦に快勝の電報）（当直日誌）

8月31日 第一方面中学校野球大会予選大会2日目：準決勝は上斜里に快勝、決勝は小清水に惜敗との

電報接受（当直日誌）

9月3日 常呂中学校が管内中学校野球大会に選手出発：留辺蘂町（当直日誌）

9月3日 （常呂中）管内中学校野球大会に初参加（常呂中２０年のあゆみ）

9月8日 祭典野球大会打合せ（当直日誌）

9月10-11日 常呂神社祭典奉納町内対抗野球大会：栄町優勝（当直日誌）

9月25日 秋季職域野球大会開催：常呂小学校グランド（役場チーム優勝 役場８－２製缶）（当直日誌）

9月29日 斜網地区町村野球大会主将会議：午前１１時より（当直日誌）

昭和25年 1950 4月22日 常呂グランド開き野球大会：常呂グランド（常呂小グラウンド）（当直日誌）

5月19日 常呂中学校のグランド完成（常呂中学校学事報告）

7月8日 役場野球部試合のため、上斜里に出発（当直日誌）

7月22日 斜網ブロック野球大会、役場チーム参加：美幌町（当直日誌）

8月25日 午後８時半から１０時半まで、２７日の野球試合の打合せ（当直日誌）

9月7日 常呂神社祭典奉納野球打合せ：午後８時より１０時まで（当直日誌）

9月11日 町内対抗野球大会：豊浜優勝（当直日誌）

昭和26年 1951 5月26日 春季職域野球大会（当直日誌）

7月5日 役場庁内野球大会（１９－８でＡ組勝）（当直日誌）

7月6日 斜網ブロック野球大会主将会議：小清水

7月27日 常呂中学校が網走市で網走支庁管内少年野球大会準々決勝、優勝す（当直日誌）
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7月28-29日 斜網ブロック野球大会：小清水（当直日誌）

8月16日 小学校グランドで町内対抗野球大会（当直日誌）

8月18日 小学校グランドで町内対抗野球大会：優勝チーム 大通り西チーム（当直日誌）

8月27日 午後８時より野球に冠する打合せ（当直日誌）

8月31日 野球審判打合せ会（当直日誌）

9月1日 第一方面中体連 野球、排球大会を常呂中で開催（常呂中２０年のあゆみ）

9月6日 午後７時より町内対抗野球打合せ（当直日誌）

9月9日 町内野球大会（当直日誌）

昭和27年 1952 7月1日 北見自治会主催網走支庁管内野球大会第一方面ブロック主将打合せ会：斜里町（当直日誌）

7月8日 野球大会協議：委員室（当直日誌）

7月11日 農協野球大会審判員打合せ：委員室（当直日誌）

7月28日 日吉中学校野球部委員室に宿泊（当直日誌）

日吉中学校が斜里方面野球大会参加（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

7月29日 網走南ヶ丘高校対網走向陽高軟式野球試合：常呂町体育連盟後援（当直日誌）

7月 『日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌』に、１０月１１日付けの中学校野球大会優勝旗を

持つ野球部員の記念写真あり（記念誌年表に記載なし）

8月3-4日 職域対抗野球大会（当直日誌）

8月12日 町内対抗野球大会打合せ：委員室（当直日誌）

8月16日 町内対抗野球大会（当直日誌）

8月17日 町内対抗野球大会準決勝・決勝（優勝：川向チーム）（当直日誌）

9月7日 常呂連合青年団の野球及び排球大会 野球優勝：日吉青年団（当直日誌）

常呂高校（町立）定時制に野球部創設（常呂高校四十年史：野球部）

昭和28年 1953 5月8日 午後５時より委員室で野球打合せ（当直日誌）

5月10日 午後１時より委員室で野球について打合せ（当直日誌）

5月17日 午後７時より委員室で野球協会打合せ（当直日誌）

5月23日 野球試合のため、日吉青年団１２名委員室に宿泊（当直日誌）

6月11日 斜網ブロック野球大会打合せ：町長室（当直日誌）

6月24日 町長室で野球審判協議会開催（当直日誌）

6月27-28日 斜網地区町村役場対抗野球大会（小中高グランド 女満別優勝）（当直日誌）

7月18日 日吉中学校が第一方面野球大会及び陸上競技大会参加、野球優勝
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（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月20日 町内対抗野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

10月3-4日 役場野球部員が上斜里に遠征（当直日誌）

常呂小学校で多数の個人寄附により、野球用具（20，000円）、学校図書館（154，500円）整備

（常呂小学校学事報告）

昭和29年 1954 6月13日 常呂小学校グランドで常呂農協、役場の野球大会行う（当直日誌）

7月3日 野球同好者試合のため、女満別へ遠征（当直日誌）

7月23日 日吉中学校が第一方面野球大会参加（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月25日 斜網郡秋季野球大会：津別町（斜里町と戦い８－３で快勝）（当直日誌）

10月2日 役場野球部員が午前４時３０分にトラックで津別町に遠征、美幌町と闘い８－７で勝ち、

上斜里との決勝戦待機（当直日誌）

10月3日 上斜里との対戦で優勝する、万歳。午後９時３０分帰町（当直日誌）

10月10日 常呂町職域対抗野球大会、役場チーム優勝（当直日誌）

昭和30年 1955 5月15日 青年会主催のグランド開き野球大会：常呂小（当直日誌）

5月2日 役場野球部が下佐呂間へ遠征（当直日誌）

7月17日 常呂役場対網走北洋の交歓野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

9月3日 斜網地区野球大会：美幌町、常呂役場８－２斜里（当直日誌）

9月4日 準決勝、津別２－０常呂（当直日誌）

昭和31年 1956 6月10日 下佐呂間対役場野球部の野球大会（当直日誌）

7月23日 日吉中学校が第一方面野球大会参加（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

8月15日 役場野球部が下佐呂間へ遠征（当直日誌）

9月1日 秋季斜網地区野球大会のため、役場野球部選手が斜里町へ（当直日誌）

9月2日 準決勝で清里町に敗れる（当直日誌）

9月14日 日吉中学校が遠足を兼ねて農村球技大会参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月16日 日吉小学校でバックネット完成記念野球大会実施（日吉小８０年史）＊日吉小・日吉中

昭和32年 1957 5月3日 町内職場野球大会：常呂小・常呂中学校グランド、役場優勝（当直日誌）

5月12日 午後7時より野球連盟理事会：応接室（当直日誌）

5月31日 常呂町野球連盟役員会（当直日誌）

6月1日 町村職員野球大会（常呂小学校グランド）

7月4日 日吉中学校が農村野球大会に参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）
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7月14日 斜網地区農協野球大会（当直日誌）

8月12日 町村野球大会主将会議（当直日誌）

8月23日 午後７時、町内野球大会打合せ会：応接室（当直日誌）

8月31日 斜網地区町村対抗野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

9月1日 斜網地区町村野球大会、常呂優勝（当直日誌）

10月11日 野球連盟打合せ流会（当直日誌）

昭和33年 1958 4月30日 常呂町野球連盟理事会：委員室（当直日誌）

5月3日 町内職場野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

5月18日 町内職員野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

6月8日 漁業組合野球大会：常呂小・常呂中学校グランド（当直日誌）

6月19日 野球連盟理事会：応接室（当直日誌）

7月4日 野球連盟理事会（当直日誌）

8月31日 町村諸君野球大会：女満別、野球大会慰労会：議事堂（当直日誌）

9月4日 野球連盟役員会：委員室（当直日誌）

9月12日 町内野球大会（当直日誌）

9月16日 日吉中学校が農村球技大会に参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月21日 月例野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

9月21日 常呂高校初の夜間部と昼間部対抗の校内体育大会開催種目（野球・ソフトボール・庭球・

バレーボール・卓球）＊野球 昼１１－１夜（審判：大山） （常高通信第４号） ＊資料５

＊定員割れのために、夜間定時に午前授業の昼間部を併設補完（常呂高校四十年史）

10月9日 野球連盟役員会（当直日誌）

11月8日 常呂小学校落成式〔当直日誌〕 校舎が狭くグランドを間仕切って授業していたが、野球連盟の

努力で鉄筋バックネット寄付（広報ところ）

＊常呂小学校のグランド整地作業（国際水産・新谷漁業部）、スコアボード（国際水産）寄贈

（常呂小学校学事報告）

昭和34年 1959 4月25日 野球連盟役員会（当直日誌）

5月23日 日吉中学校が農村球技大会参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

5月24日 親睦野球大会、常呂町役場・佐呂間町役場・網走支庁：常呂小学校グランド（当直日誌）

5月29日 野球連盟会議、今宮会長・各委員：応接室（当直日誌）

6月12日 野球連盟理事会：応接室（当直日誌）
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6月26日 野球連盟理事会：応接室（当直日誌）

6月27日 （常呂中）町野球連盟並びに山田、鈴木両氏、ＰＴＡ会長の尽力により野球場バックネット完成

（常呂中２０年のあゆみ） ＊鉄骨バックネット（常呂中学校学事報告）

7月11日 午前９時３０分より斜網地区親睦野球大会：美幌町（当直日誌）

8月6日 日吉中学校が防犯少年野球大会参加：網走市（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

8月12日 役場と国保病院との親睦野球（当直日誌）

8月19日 野球連盟役員会（当直日誌）

8月25日 午後６時半から１１時まで野球連盟協議会：議事堂（当直日誌）

8月29日 午後2時より針田鉱業野球チームと役場係長以上の親睦野球試合：常呂小学校グランド(当直日誌)

9月8日 午後８時より９時まで野球連盟打合せ会議：応接室（当直日誌）

9月12日 斜網地区職員親睦野球大会：小清水（当直日誌）

9月13日 町内対抗野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

9月22日 野球連盟役員会：応接室（当直日誌）

10月16日 野球連盟理事会：応接室（当直日誌）

10月30日 野球連盟理事会：応接室（当直日誌）

昭和35年 1960 5月1日 グランド開き野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）

5月19日 役場野球部総会：応接室（当直日誌）

6月1日 消防野球大会：常呂中学校グランド

6月25日 斜網郡町村対抗野球大会：津別町、本町は斜里と対抗して快勝（当直日誌）

6月26日 準決勝で津別町に敗れる（当直日誌）

6月30日 野球連盟理事会：応接室（当直日誌）

7月8日 中学校ブロック野球大会（当直日誌）

日吉中学校が第一方面野球大会参加：常呂（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

7月29日 野球連盟理事会：応接室（当直日誌）

7月31日 日吉中学校が防犯少年野球大会参加：網走市（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

8月19日 斜網地区町村対抗野球大会主将会議：栄浦（当直日誌）

8月25日 常呂町野球連盟理事会、午後１０時半解散：委員室（当直日誌）

8月27-28日 町村職員野球大会、清里町優勝：常呂中学校グランド（当直日誌）

9月1日 野球連盟打合せ：委員室（当直日誌）

9月11日 町内対抗野球大会：常呂小学校グランド（当直日誌）
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9月17日 日吉中学校が農村球技大会参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月21日 午後７時より９時半まで常呂町野球連盟総会：委員室（当直日誌）

10月14日 午後７時より野球連盟打合せ：委員室（当直日誌）

昭和36年 1961 1月 常呂町体育協会設立：野球・剣道・柔道・卓球・バレーボール・スキー・スケート・バドミントン

8月11日 日吉中学校が防犯少年野球大会参加：網走市（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月12-13日 祭典野球大会（昭和３６年度体育協会資料）

9月22日 招聘野球大会（昭和３６年度体育協会資料）

9月22日 日吉中学校が農村球技大会参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

10月1日 常呂高校が網走向陽高校と招聘試合：高等学校体育連盟主催(昭和36年度体育協会資料)＊資料３

10月15-16日 野球連盟納会大会（昭和３６年度体育協会資料）

５月．６月．７月野球連盟主催大会実施（注：例会大会）（昭和３６年度体育協会資料）

昭和37年 1962 4月 常呂高校全日制の野球部開部。春の大会から全日制・定時制合同チームを編成して参加。

公式戦第１戦で初勝利（常呂高校四十年史） ＊資料４

常呂高校が高野連北見支部に加盟（高野連北見支部２０世紀の記録）

8月20日 網走野球協会主催の少年野球大会で川沿中学校が優勝（川沿小学校開校９０周年誌所収写真）

昭和38年 1963 6月13日 日吉小中学校の野球バックネット工事完成（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

6月 常呂高校の屋外グラウンドおよび野球場の整備作業完了（常呂高校４０年史）

7月21日 日吉中学校が防犯少年野球大会参加：常呂中（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

8月18-19日 常呂漁協職員野球部全道大会準優勝：札幌（６月９日網走市：管内漁協職員野球大会優勝

管内代表に）（常呂漁協４０年誌）

8月30日 常呂高校の野球場バックネットおよびスコアボード完成（常呂高校４０年史）

8月31日 常呂高校に野球場、陸上競技場、テニス・バレーコート完成（常呂高校学校要覧）

9月18日 日吉中学校が農村球技大会参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

昭和39年 1964 5月中 グランド開き（常呂町野球連盟スケジュール）

5月23日 ５月例会大会（常呂町野球連盟スケジュール）

6月6日 ６月例会大会（常呂町野球連盟スケジュール）

6月中 ６月例会大会（常呂町野球連盟スケジュール）

6月21日 町村職員野球大会後援（常呂町野球連盟スケジュール）

7月4日 ７月例会大会（常呂町野球連盟スケジュール）

7月10-11日 高松宮杯大会：支部大会（常呂町野球連盟スケジュール）
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7月18日 日吉中学校が常呂町防犯野球大会に参加（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

7月24-25日 第１５回東日本大会：支部大会（未定）（常呂町野球連盟スケジュール）

8月4日 日吉中学校が防犯少年野球大会参加：網走市（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

8月上 ８月例会大会（常呂町野球連盟スケジュール）

9月4-5日 支部選手権大会：美幌町（常呂町野球連盟スケジュール）

9月上 ９月例会大会（常呂町野球連盟スケジュール）

9月中 祭典野球大会（常呂町野球連盟スケジュール）

9月17日 日吉中学校が農村球技大会参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月下 高橋杯（常呂町野球連盟スケジュール）

10月上 招聘野球（北見バス）（常呂町野球連盟スケジュール）

10月中 納会（常呂町野球連盟スケジュール）

昭和40年 1965 7月5日 日吉中学校が農村球技大会参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

7月30日 日吉中学校が常呂町防犯少年野球大会参加（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月11-12日 祭典野球大会：常呂小学校グランド（１試合７回 ４回以降１０点差でコールドゲーム

市街パレードの後、開会式・試合 出場チーム：役場・農協・青年・ユニオン・町友・大沢・

漁業・郵政・開発・教育？ 優勝：農協 準優勝：漁協）（祭典野球大会実施要領）

10月12日 日吉中学校が防犯少年野球大会参加：網走市（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

常呂町野球連盟後半スケジュール（９月１９日．２３日．２６日 １０月３日．１０日．１７日

１０月２４日）（常呂町野球連盟理事会議案）

常呂中学校に野球用具篤志寄付（ユニホーム１０着、打撃練習機２基、野球ボール１ダース）

（常呂中学校学事報告）

昭和４１年３月川沿中学校卒業生の思い出文に「野球部・卓球部・ソフト部・自動車クラブ」の

スポーツ部活動の記載あり（川沿小学校９０周年誌）

昭和41年 1966 8月30日 日吉中学校が農村球技大会参加：下仁頃（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

昭和42年 1967 6月27日 日吉中学校が農村球技大会参加：下仁頃中（日吉小６０周年・日吉中２０周年記念誌）

9月2日 常呂小学校と川沿小学校の親善野球大会（常呂小学校学事報告）

昭和43年 1968 7月2日 常呂中学校で第１回町内中体連球技大会開催、雨中、常呂中５－４川沿中、常呂中対日吉中は

１点差で日吉中勝ち（常呂中学校生徒会新聞「潮鳴り」）＊資料７

7月9日 常呂高校が第５０回全国高校野球選手権大会／北北海道大会北見地区予選で代表決定戦進出、

網走向陽高校に１－０で惜敗（高野連北見支部20世紀の記録） ＊資料６
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7月22日 中体連網走ブロック大会野球戦出場：3位（常呂中学校生徒会新聞「潮鳴り」）＊資料７

■野球年表を補足する資料

※常呂で「野球」の文字が確認できるもっとも古い記述
『常呂小学校 八十周年のあゆみ』（昭和５０年１１月発行）から ●資料１
＊大正１３年 第１４回卒業 Ｏさんの思い出から抜粋
「…野球部が５年生の時に初めてできた。私はショートだった。（注：言葉が抜けています。グローブやバット、
ボールなどの野球用具だろうと思われます）学校で買ってくれたものだった…」

（注：記述の内容から「５年生の時が大正１１年と推定）

『日吉小学校開校８０周年記念誌』（平成２年２月発行）から
＊座談会「日吉のあゆみ」から抜粋 ●資料２
Ｓさん：大正１５年尋常小学校卒業「…初代校長の高井先生は…袴をはいて野球を教えてくれた…」
（高井校長：T7.5.20-12.8.31 Ｓさん：T9.4入-15.3卒 注：高井校長の任期とＳさんの小学校在校時代を
重ねると、野球を教えた年代は、大正９年から１１年の間と推測できます）

※終戦後間もない頃の遊びとしての野球が盛んだった記述
『常呂小学校 九十年のあゆみ』（昭和６０年１１月発行）から
＊昭和２６年 第４回卒業 ＯＹさんの思い出から抜粋
「…私たちが入学したのは昭和２０年の春…間もなく終戦に…当時は遊び道具もなく、浜の友だちが持ってきた
綿糸を巻いて作ったボール、木を削って作ったバット（グラブはもちろん、バットもボールも無かった）で
日の暮れるまで野球をし…」

※昭和２０年代から４０年代にかけて、日吉小学校・日吉中学校で野球が盛んで強かったことを示す資料記述
『日吉小学校６０周年・中学校２０周年記念誌』所収、教員の思い出から抜粋
＊「…中学生…男子諸君は野球にも熱心で新海先生（S23.8.15-27.9.16）の名指導のもとに、炎天下汗を流して
いました」

＊平野：S25.5.1-36.3.31「…野球が盛んで先生チームをよく負かした中学生」
＊西山：S36.12.1-42.3.31「…野球と卓球に強い日吉校、これは良い指導者と先輩に恵まれたことによりますが、
僻地の小規模校であのような好成績を得たのは伝統と普段の練習量によるもの」

＊谷内：S34.1.1-40.3.31「…雨が降っても風が吹いても野球の猛練習をし、優勝した時のことは今でも目に焼き
ついています。日吉中学校には伝統があり、つらいこともありましたが、中学生ながらあの猛練習に耐えてくれた
ものと感心しております…ですから当時は、優勝以外に考えたことはありませんでした」
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※昭和３０年代中頃、常呂高校が定時制から全日制（昭和３７年）に移行する時代の野球部の思い出
＊ 穴井教諭：S34.4.1-38.3.31 「…クラブ活動では野球（準硬球）を担当していたが、定時制の生徒にも硬式野球を
と、開発建設部の方々に練習試合をお願いしたり…網走向陽高校に来常していただき、常呂中学校のグランドを借用
し、練習をつけてもらった。 ●資料３
全日制の野球部は３７年４月開部。春の大会から全定合同チーム…を編成して参加した。公式第１戦は美幌高グラ

ンドで津別高校と対戦し、９回表逆転し、４対３で初勝利をあげた。公式第１戦で勝ったチームは全国的にもそう多
くはないと自負している。なお、サインはランナーには「走れ」のみ、バッターには「コロガセ」「マテ」の３つの
みであった。 ●資料４
＊注：穴井教諭による対戦相手・点数・会場の記憶違いと思われます。

『高野連北見支部２０世紀の記録 平成１４年３月発行』によると、この大会は、「第1回 春季北海道高等学校
野球大会北見地区予選」（5/5-5/20 北見市営球場・網走市営球場・遠軽高校グランド）で、常呂高校の試合は
「１回戦第５試合 小清水３－５常呂」でした。なお、２回戦は「斜里１１－０常呂」です。

蛇足ながら、２回戦は網走市営球場で斜里高と対戦し、バントでかき回され、５回コールドで敗れ、野球の難しさ
を知らされた。夏の大会は全道大会の当番校…であった網走南ヶ丘高校が…全校友情応援をしてくれた。勝運なく
１対２で敗退したが…１年生のみで戦ったにしてはすばらしい試合であったので大変お褒めの言葉をいただいた」

＊最後のページに、常呂高校野球部の公式試合の記録を「高野連北見支部して２０世紀の記録」から抜粋して
掲載します（昭和４３年度の夏の大会まで）

＊Ｎさん：昭和３６年３月 「…在学した昭和３２年～３６年頃…体育は…野球、バレーボールなどは石まじりのグラ
ンドで天候を気にしながら実施した…昭和３５年網走地区定時制野球大会では、荒木投手が３連投でガンバ
リましたが惜しくも準優勝に終わりました」

※常呂高校が定時制だった頃、夜間部と昼間部が初めて校内体育大会を行った時の「常高通信 第４号」
（昭和３３年１１月３１日発行）から抜粋 ●資料５
「秋晴れに恵まれた９月２１日（日）、本校初の昼夜間対抗体育大会が中学校と本校の両グランドで行われた。両軍
チームの親しみある中にも燃えさかるファイティングスピリットは、若人の情熱を遺憾なくかきたてた。昼食時には
久しぶりに両部生徒とも歓談に時を過ごし、役員が準備してくれたパンとジュースに舌鼓を打ち、またの対戦を約し
て午後４時過ぎに散会した。なお、学校長杯は、総合優勝の昼間部に授与された。
成績は次の通りである。 野球：昼１１－１夜 ソフト：昼６－４夜 庭球：昼３－２夜

バレー：昼０－２夜 卓球：昼２－３夜
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■写真で知る昭和３０年代の地域の野球

＊下：昭和２７年１０月１１日 日吉中学校「中学野球大会」優勝旗

＊右上・次ページ３枚：昭和３５年頃の常呂小学校グランドでの野球大会

キャッチャーマスクなしでプレイしています

●資料７
＊常呂中学校生徒会新聞「潮鳴り」第１０号（昭和４３年７月２０日発行）「…７月２日、常呂中学校にて中体連球技
大会が行われた。例年でいくと中体連大会という名のもとで開催されるのだが、今年から中体連球技大会名を改め
第１回が開催…日吉・川沿校は全校生との応援でがんばっていた。開会式が終わって…野球は雨の中も続けられ、
川沿とは５対４で勝ち、日吉とは１点差で敗れ、どちらとも延長戦だった」

＊常呂中学校生徒会新聞「潮鳴り」第１２号（昭和４４年３月１４日発行）「体育クラブ総まくり：野球部…３年生に
とっては最後の公式試合である網走ブロック中体連野球戦では３位を得た。秋の終わり頃には部が２つに分かれて試
合をやった。その後勝った組にはお焼き５こ、負けた組には４こずつ配り、みんなで話し合った…暑い時の５０本ノ
ックはとても辛かったが、楽しいことも多かった」
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＊ユニホームのチーム名には「常呂、大沢、農協」の名前が見えます

観客が多いので、常呂神社祭に併せた町内対抗の大会かもしれません
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＊上：昭和３０年代の常呂町農協野球チーム

＊昭和４０年頃の野球連盟の写真

、左に旧役場庁舎、右に昭和３６年１月完成の中央公民館

昭和３５年頃の野球大会：常呂小学校グランド
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■常呂高校野球部の公式試合記録

●昭和３７年度 第４４回全国高等学校野球選手権大会北見地区予選（７／６－７／８ 網走市営球場・三眺球場）

●昭和３７年度 第１５回秋季北海道高等学校野球大会北見地区予選（９／７－９／１３ 北見市営球場・北見柏陽高校）

１回戦 第５試合 興部６－２常呂

●昭和３８年度 第２回春季北海道高等学校野球大会北見地区予選

（５／３－５／２５ 北見市営球場・網走市営球場・遠軽高校・興部高校・北斗高校・津別高校）

１回戦 第６試合 常呂１３－１２北見北斗 ２回戦 第４試合 常呂３－１０津別

●昭和３８年度 第４５回全国高等学校野球選手権大会北見地区予選（７／５－７／８ 北見市営球場・北見柏陽高校）

１回戦

１回戦
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●昭和３８年度 第１６回秋季北海道高等学校野球大会北見地区予選(８／２９－９／９ 北見市営球場・紋別高校・網走南ヶ丘高校)

１回戦 第６試合 北見北斗１２－２常呂

●昭和３９年度 第３回春季北海道高等学校野球大会北見地区予選

（５／３－５／１６ 網走市営球場・遠軽高校・北見柏陽高校・湧別高校）

１回戦 第４試合 常呂０－１６網走向陽

●昭和３９年度 第４６回全国高等学校野球選手権大会北見地区予選（７／９－７／１２ 北見市営球場・北見柏陽高校）

●昭和３９年度 第１７回秋季北海道高等学校野球大会北見地区予選(９／４－９／７ 北見市営球場・斜里高校・清里高校)

２回戦
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●昭和４０年度 第４回春季北海道高等学校野球大会北見地区予選

（５／３－５／１６ 遠軽高校・北見柏陽高校・湧別高校・網走南ヶ丘高校・興部高校・斜里高校）

２回戦 第８試合 網走向陽７－２常呂

●昭和４０年度 第４７回全国高等学校野球選手権大会北見地区予選（７／１－７／４ 北見市営球場・北見柏陽高校）

●昭和４０年度 第１８回秋季北海道高等学校野球大会北見地区予選(９／３－９／６ 美幌町営球場・美幌高校)

２回戦 第６試合 興部１－３常呂

３回戦 第３試合 網走向陽１０－０常呂

●昭和４１年度 第５回春季北海道高等学校野球大会北見地区予選

（５／４－５／１５ 遠軽高校・北見柏陽高校・湧別高校・網走南ヶ丘高校・網走三眺球場）

２回戦 第３試合 常呂４－７網走南ヶ丘

２回戦
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●昭和４１年度 第４８回全国高等学校野球選手権大会北見地区予選（６／３０－７／３ 網走市営球場・網走三眺球場）

●昭和４１年度 第１９回秋季北海道高等学校野球大会北見地区予選(９／３－９／６ 美幌町営球場・美幌高校)

●昭和４２年度 第６回春季北海道高等学校野球大会北見地区予選

（５／１－５／１４ 遠軽高校・北見柏陽高校・湧別高校・網走南ヶ丘高校・網走三眺球場）

＊常呂高校に冠する記録なし

２回戦 準決勝
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●昭和４２年度 第４９回全国高等学校野球選手権大会北見地区予選（７／７－７／１１ 北見市営球場・北見柏陽高校）

●昭和４２年度 第１９回秋季北海道高等学校野球大会北見地区予選(９／２－９／５ 遠軽高校・湧別高校)

●昭和４３年度 第７回春季北海道高等学校野球大会北見地区予選

（４／２８－５／１９ 遠軽高校・北見柏陽高校・興部高校・網走三眺球場・北見市営球場）

２回戦 第２試合 北見北斗３－９常呂

３回戦 第１試合 網走向陽１２－１常呂
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●昭和４３年度 第５０回全国高等学校野球選手権大会北見地区予選（７／５－７／９ 網走市営球場・三眺球場）

●資料６：上・左

＊昭和４４年３月卒業：Ｆさん「大敗から生まれた勝利…昭和４２年
の新人戦１回戦が、練習試合で大勝した佐呂間高校。余裕を持って
臨んだ１回戦で、なんとコールド負けを喫してしまった…この大敗
にショックを受けた私たちは福山主将を中心に甘かった自分たちの
考えを反省し、次の大会に向けて今まで以上の練習を続けた。３年
生を中心に〈常に行動をする習慣〉が生まれ、チームワークも高ま
ってきた春、野球に人一倍の情熱を傾けてきた津越先生と出会い、
野球技術も数段向上…春の大会で１回戦を突破し、大きな自信とな
り、そして夏の大会。１回戦は亀海投手の好投と持ち前のチームワ
ークで留辺蘂高校を撃破…誰も予想しなかった決勝戦へと駒を進め
た…開校以来の快挙で、全校生とが応援に駆けつける中、決勝戦は
息づまる投手戦の末、１対０で網走向陽高校に惜敗…」

（常呂高校４０年史）
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