
少年野球・小学生アンケート PIPOメンバーズ

会員番号 ペンネーム 性別 年代
小学生の時に夢中になっていたことや

好きだったことを教えてください。

左記のことにまつわる思い出に残るエ

ピソードがあれば教えてください。

小学生の時から今まで続けていること

があれば教えてください。

12372 ミーコ 女 40代
走ることに興味を持ち、中学生では陸

上部に入る。

短距離で大会に出るもビリになった。

走るのは好きなので今はマラソン大会

に出場しています。

特にない。

4145 ハッチ 女 60代
小学校の時は、ドッチボールに夢中に

なってました。

ボールを受けるより、当てる方が得意

でした。
ありません。(^.^)

8652 シニアマウス 男 70代
川遊び フナやドジョウを獲って夕食によく食

べました。

日記

12648 リケルメ 男 40代 サッカー、野球
毎日、学校から帰ったら公園で野球を

やっていました。
サッカー

5839 くみ 女 50代 バスケットをしていました

ＡチームとＢチームの仲がとても悪く

て、絶対にＢチームになりたくないの

で必死に練習をしました。

ありません

13983 さあママ 女 30代
マーチングバンドでカラーガーズに所

属していました。

辛いこともたくさんありましたが、大

会ごとに遠方に行けることが楽しみで

した。大勢のお客様の前で演技をした

光景は今も鮮明に覚えています。

11288 いちご 女 30代 ソフトテニス 全国制覇したこと 毎朝納豆を食べること

6428 ナオさん 男 70代 野球
近くに中日ドラゴンズの選手がいてサ

インしてもらった事
なし

12306 まなママ 女 50代
ゴム跳び

ドッジボール

ドッジボールの強い子にボールを当て

た時は、とても嬉しかったです。

6385 ヒロ 男 50代 弓道全国大会出場
朝寝坊して、先生に自宅にきていたこ

とを、母からよく聞かされました。
無いです。

7385 クロマメ 男 50代 野球と釣り

息子が最後の学年（6年）の時に初めて

一回戦勝ちをしたことが、一番印象に

残っています。

野球です。今でも草野球を続けていま

す。

10265 あや 女 40代 バレーボール
めちゃくちゃ厳しい監督のもとで、超

スパルタでやってました。
日記を書くこと！

12474 さおりん 女 40代 マラソン マラソン選手に選ばれたこと
毎日走る事

今は朝5時半に5キロ

12354 ゆきんこ 女 50代 ゴムとび、ドロジュン、

毎日、暗くなるまで、ゴムがみえなく

なるまで遊ぶため、カンで跳んでいた

笑

運動が好きだったので、今も毎日運動

しています。

11217 ルルの父 男 50代 野球

背が小さい事がコンプレックスだった

が野球チームでは、1番バッターに起用

された。四球狙いらしい。

8398 うめのすけ 男 50代
上級生、下級生関係なく近所の人を集

めての野球

13412 そうママ 女 30代

一輪車！休み時間になると、走って一

輪車を確保し、ずっと乗っていまし

た。友達と手を繋いでぐるぐる回るの

が好きでした～

13456 ゆかりん 女 40代 バスケの部活

体操や運動前や後のストレッチです。

ただ子供が出来てからなかなか出来て

いないです。

11484 あきらっち 男 50代
野球を見るよりはやる方が好きでし

た。

小学校、中学校と部活で野球をやって

野球好きが集まってチームを作り試合

をやってました。

ないな。

11135 まな 男 50代 釣り、川遊び

夏休みは毎日、近くの矢作川に通って

いました。

子供だけで川で泳いだりしていまし

た。危険な時代でした。

9926 ウォータールー 女 40代
学校の休み時間になると、いつも縄跳

びや鉄棒をして遊んでいました。

14208 くぅ 女 40代 ゴム飛び
学校、帰宅後、塾の外でもやっていま

した。
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10731 まい 女 40代
バスケットボール部だったので、スラ

ムダンクにどハマリでした

10584 プリティママ 女 40代 水泳・マラソン
小学生のとき、マラソン大会で四連覇

しました。
今は何もない。

7409 みー 女 50代

ゴム飛びとか、エスけんとか、今の子

供たちが、やってないこと、してた

なぁ

ゴム飛びに使うゴムを、自分のこだわ

りの色に、編むのを、頑張ってました
ないなぁ

10284 じじ 男 80代 野球

昭和24年小学校の野球大会が開催さ

れ、メンバーもいないことから4年生で

センターを守って、初めて振ったバー

ターにボールが当たった感じで右中間

を抜ける初ヒットを・・・。

スポーツは好きで何でも挑戦していま

すがすべてを掛ける環境ではありませ

んでしたね。

13740 パーシー 女 30代 お絵描き、なわとび、キャッチボール
父、妹と、キャッチボールをよくして

いた。
なし

11273 ひとちゃん 女 60代
ローラースケート

ソフトボール

父が毎週、スケート場に連れて行って

くれ、青アザを作りながら練習しまし

た。

特にないです。

11759 ルナ雪 女 40代 ゴム跳び
学校でも授業後でも、皆で集まって遊

んだ
なし

352 カン 女 40代 ローラースケート、スケボー

今は無き場所に広い自由に遊べる場所

があって、ローラースケートやスケ

ボーをやっていた。ボールで遊びたけ

れば遊ぶ、コンクリートの広場。

ない

13700 たまサカ 女 40代 ゴム跳び

昔なので団地内の道路でも普通に遊ん

でいる子が多くいる時代でした。【止

まれ】の標識の棒にゴムを結んで高さ

を変えながら友達と跳んで楽しんでい

ました。

10180 じぁーほい 女 40代
部活でバスケをして、毎日練習してい

ました。

アイドルのサイン会があって部活を休

むのを悩みましたが、結局サイン会へ

行きました。

11979 すだっち 男 50代
小学校3年から、ソフトボールを6年生

まで、やっていた。

5.6年生の時、県大会に出場し

良い成績を、上げた。
ランニングは、やっている。

14899 郷 男 60代

高校野球観戦とプロ野球観戦 あとス

ポーツのテレビを見る事とボーリング

風通ルームで会った女子プロの方々と

一緒にプレイができたこと

ブームであったので各ボーリング場で

女子プロの方々と一緒にプレイができ

たこと

ボーリング

11730 ファニ 男 40代 サッカー、マンガ キャプテン翼に影響されました 毎日牛乳を飲んでいます

14235 のぶ 女 40代 一輪車
放課後や休み時間にずっと練習してい

た
特になし

8134 さくら散歩 男 70代 鉄棒、跳び箱、マット運動

どこかで習ったことはなかったが、体

育の授業で習得してクラスの見本でや

らされていた

ない

15007 ゆゆ 女 20代 ドッジボール 男の子と対等にたたかっていた。 ピアノ

14854 ながＰ 男 50代
ブルースリー

野球
初打席、初ホームランは感動だった！

8744 ゴマ 女 40代

書道やピアノに夢中になっていたた

め、おとなしい子に見られがちだった

が、バドミントンや短距離走が好きな

面もあった

13034 ぶんた 女 50代 水泳

隣の小学校との合同水泳大会に選手と

して選ばれて出場しました。

大会後、パンと牛乳が出ました。選ば

れて誇らしい思いと、大会で疲れた身

体に、パンと牛乳がとても美味しかっ

た記憶があります。
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8573 りさぽん 女 40代 水泳と体育の授業

子供の頃、習い事はイヤイヤ行ってま

したが、今となっては習い事をやって

たことで泳げるようになったし、やっ

てて良かったと思えます。

特に無し

11357 都会の村人 男 70代 少年野球
優勝すればシアトル招待だったが逃し

てしまった
野球

8209 sibasann 女 60代
今は、見かけないと思いますが、ゴム

飛びをしていました。

編み物が好きで、ずっと続けていま

す。

10887 ブル君 男 50代 水泳 愛知県大会に出れたこと 水泳

11533 トンボ 男 80代 田んぼで野球をすること。

バットは丸たん棒を削って使いまし

た。ボールは石を布切れでくるくると

巻いて使いました。グローブは無いの

で素手でした。

13929 すずまさ 男 50代 陸上競技
リレーでバトンが繋がらず失格になっ

た

9178 まめ 女 40代

六年間なぎなたを習っていました。自

分で袴を着て、⾧いなぎなたと防具を

担いで、頑張ってました。

なぎなたの認知度が低く、友達に説明

するのが大変でした。剣道のより⾧い

棒で、スネも打てる、と説明してまし

た。

4133 まりママ 女 40代
ドッジボールは、夏に子供会で大会が

あり夢中になってました。

9127 papalote 男 70代

TVゲーム等ない我々の少年時代、近所

の仲間と野球、それも土地の広さが必

要ない三角野球に夢中になっていたこ

と思い出しました。

小学６年の時埼玉県浦和市に居住、小

学校対抗軟式野球のピッチャーをやっ

ており地区優勝した。中学の先生から

進学の誘いを受けたが、見学に行った

時先輩方の体格のすごさに驚き野球人

生に進むことを断念した。今思えば

チャレンジしていたらと思う。

今では時々楽しむ「将棋」ぐらい。

5581 タニシンヤ 男 50代 草野球

小学校のソフトボール部で冬のマラソ

ントレーニングが嫌で部活をやめたこ

と。最大の反省、黒歴史。続けるべき

だった!

7500 かばちょ 男 50代
ソフトボールやサッカーに夢中でし

た。

野球が上手になりたくて

雑誌を買ってもらって

研究したこと

バットの素振り

9877 たぬき 女 30代
特別水泳部で小学校の代表として県大

会に出たこと

習い事が多くて、仕方なく通っていた

けど、特別水泳部は楽しくて、良い思

い出です。

11961 とし 男 60代 ずばり！草野球です

空き地があれば必ず野球でした。

（サッカーはまずなかった時代です）

バットも材木の切れ端だった頃から野

球してました。

とくにありません。

11628 はな 女 40代 鉄棒、縄跳び
放課になるとずっと鉄棒をしていた。

手が豆だらけになってもやっていた。
お小遣い帳(家計簿)をつける

11201 きみちゃん 女 50代

バレーボール

習字

かくれんぼ

私の小学校は創立100周年を迎えまし

た。今で言う体育館ではなく講堂で練

習をしていて初めてチームスポーツを

やり同じ仲間との同じ目標にむかって

練習をする楽しさを知りました。

ブルマをはいてアタック打ってまし

た。

なし

14239 メリー 女 50代 マラソン 学校に行く前にランニングをした

9991 かんかんた 女 40代 少年野球をやっていました
お別れ試合の日に熱を出してしまった

けど、内緒で参加したこと。
特になし

5578 EDT 男 50代 ドッジボール

10分放課とかあって

たった10分でも

学級全員で盛り上がってた。

自転車は今でも乗ることがある
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5684 まろ 女 50代 ミニバスケ

グループ分けしたとき三人だけ余 った

内の一人でオールラウンドプレイヤー

と言われたが下手すぎてポジションに

付けられなかったのだと思う

無いけどラジオ体操復活した

10682 you-me 女 50代 バスケットボール

部活終わりに、給食で出されていた、

瓶の牛乳を、冬の寒い時季に、温めて

飲ませてくれた。心も身体も、芯から

温まりました。

毎年、スポーツを含めて、お世話に

なった方々に、年賀状を手書きで送っ

ている。

12546 ちっち 女 30代 バスケット、テニス、読書

読書が好きで、朝から図書館に行って

いました。図書館の隣にテニスコート

があって、父が友人たちとテニスをし

ているのでそこに合流してテニスをし

たり、読書を楽しんだりしました。

自動販売機でジュースを買ってもらえ

て嬉しかったな。

読書

13652 トク 女 50代 バトミントン
小学校のクラブで体験し、中学校の部

活に入りました。
読書

10576 げんろく 男 70代

小学生の高学年頃から軟式テニスに興

味をもち、毎日近所のテニスコートの

ネット越しに見て外に出てくるボール

をひらい集めるのが楽しみでした。

毎日のようにテニスコートの練習を金

網越しに見ていた時に近所のお兄さん

が使いふるしたラケットを｢ブレゼン

ト｣するよと言って、いただいた物が宝

物でした。

社会人になっても豊田市の市民軟式テ

ニス大会(毘森公園)に毎年参加してい

ました。最高はAクラス準優勝でしたが

その後は市内の企業の指導員をさせて

もらい、今はラケットはもつていませ

ん。

4408 となりのプー 女 40代 バトントワリング 楽しく練習していました! ないです。

13379 ゆず 女 40代 ローラースケート
友達と一緒にローラースケートを履い

て、光GENJIの曲を踊ったこと。
特にありません。

8576 ガンダム３ 男 70代
野球をしたり見たりすることや山の中

で遊ぶこと。

友達を自ら集めてリーダーシップを

取っていたこと。

プロ野球や高校野球のTV中継を見るこ

と。

なし ちっぴー 男 10代
小学校から野球を始め毎日野球をし熱

中していました！

自分もこの大会に出て活躍できました

し、他の大会でも表彰台に登れたので

良かったです！

野球を今でも続けて高校野球をしてい

ます！
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