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３９年分のアーカイブ映像からあの夏の熱戦を振り返る！

夏の高校野球 100 回大会特別番組「熱夏の足跡」放送中
テレ玉（地デジ３ｃｈ）は、全国高等学校野球選手権大会が今年 100 回を迎えることを記念し、過去の埼玉
大会決勝戦にフォーカスした特別番組「熱夏の足跡」を放送しております。番組は、テレ玉が開局した 1979 年
の第 61 回大会から、昨年行なわれた第 99 回大会までの 39 年分の決勝戦の映像から、厳選した試合をダイジェ
ストで放送。また、当時試合に出場していた選手へのインタビューも放送する予定です。
テレ玉だからお届けできる、高校野球ファン必見の番組です！ぜひご覧ください。

【番組概要】
ねっ か

そくせき

■番組名

夏の高校野球１００回大会特別番組「熱夏の足跡」

■放送日時

５月１４日（月）～６月１５日（金）の平日 21：55~22：00

■番組ＨＰ

https://www.teletama.jp/nekkanosokuseki/index.html

これまでの放送内容
・5 月 14 日(月) 上尾

対 川越工業「上尾・仁村徹と川越工・染谷の投手戦！」(1979 年第 61 回大会)

・5 月 15 日(火) 浦和学院 対 坂戸西「浦学・須永に坂戸西が挑む」(2002 年第 84 回大会)
・5 月 16 日(水) 越谷西

対 大宮東「公立対決 白熱の投手戦」
（1995 年第 77 回大会）

・5 月 17 日(木) 花咲徳栄 対 春日部共栄「東部地区同士の大接戦」(2011 年第 93 回大会)
・5 月 18 日(金) 所沢商業 対 大宮東「伝統の所商 VS 創部３年大宮東」(1983 年第 65 回大会)
・5 月 21 日(月) 川越商業 対 大宮南「完全試合投手 川商・岡崎が力投」(1989 年第 71 回大会)
・5 月 22 日(火) 浦和学院 対 立教新座「浦学が埼玉初の３連覇に挑戦」(2008 年第 90 回大会)
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今後の放送内容
・5 月 23 日(水) 埼玉栄

対 浦和学院「大島擁する栄が初の決勝に挑む」 (1998 年第 80 回大会)

・5 月 24 日(木) 花咲徳栄 対 春日部東「両者初優勝をかけた緊迫の一戦」 (2001 年第 83 回大会)
・5 月 25 日(金) 熊谷商業 対 川口工業「夏の熊商 10 年ぶり悲願なるか」 (1980 年第 62 回大会)
・5 月 28 日(月) 浦和学院 対 春日部共栄「浦学・坂元対共栄・中里の対決」(2000 年第 82 回大会)
・5 月 29 日(火) 大宮東

対 浦和学院「公立の雄 VS 新世代の強豪」 (1990 年第 72 回大会)

・5 月 30 日(水) 熊谷

対 市立川口「市川口・斎藤雅対熊谷・江頭」(1982 年第 64 回大会)

・5 月 31 日(木) 春日部共栄 対 埼玉栄「9 回二死からの大逆転劇」(2005 年第 87 回大会)
・6 月 1 日(金)

立教

対 川越工業「私立の時代到来か！？」(1985 年第 67 回大会)

・6 月 4 日(月)

聖望学園 対 浦和学院「マウンドに聖望・鳥谷！」(1999 年第 81 回大会)

・6 月 5 日(火)

花咲徳栄 対 白岡「白岡旋風吹き荒れた 97 回」(2015 年第 97 回大会)

・6 月 6 日(水)

本庄第一 対 上尾「初優勝か？古豪復活か？」(2008 年第 90 回大会)

・6 月 7 日(木)

滑川

対 川越商業「滑川・捕手久保田にも注目」(1998 年第 80 回大会)

・6 月 8 日(金)

秀明

対 伊奈学園「快進撃！ミラクル秀明」 (1992 年第 74 回大会)

・6 月 11 日(月) 浦和学院 対 大宮工業「鈴木健擁する強打の浦学！」(1986 年第 68 回大会)
・6 月 12 日(火) 春日部共栄 対 浦和学院「共栄 2 年生エース・土肥が熱投」(1993 年第 75 回大会)
・6 月 13 日(水) 浦和学院 対 鷲宮「鷲宮・増渕対浦学打線」(2006 年第 88 回大会)
・6 月 14 日(木)

花咲徳栄

対 浦和学院「A シード同士の頂上対決！」(2017 年第 99 回大会)

・6 月 15 日(金)

浦和市立

対 市立川口「巻き起こるさわやか旋風！」(1988 年第 70 回大会)

