
今年の千葉県予選は、男子14チーム・女子5チー

ムの参加のもと、9月13日（土）花島運動公園体

育館において男子予選リーグ・女子決勝リーグが、

9月14日（日）に千葉県総合スポーツセンター体

育館において男子予選リーグ・決勝トーナメント

がおこなわれました。

今年の全国大会は11月に愛知県名古屋市で行わ

れる予定で、男子上位3チーム・女子上位2チーム

の全国大会出場枠を目指し、予選から好ゲームが

繰り広げられました。今年は例年より参加チーム

が若干少なかったのですが、久しぶりの古豪チー

ムや初出場の若手チームもあり、強豪同士の対戦

など観戦していても面白い組合せとなりました。

そのような中、男子は“ＮＵＤＥ”と“健友会”

が予選リーグを勝ち上がり、決勝トーナメントに

おいても準決勝に勝利し、全国大会出場を決めま

した。（男子は決勝なし・２チーム優勝）。また

準決勝において惜しくも優勝2チーム敗れた“Ｒ

ＯＡＲ”と“大東板金”が3位決定戦を行い、接

戦の末、初出場の“ＲＯＡＲ”が男子3枚目の切

符を勝ち抜き全国大会初出場を決めました。

なお男子においては、春のバレーボールフェス

ティバル関東大会優勝の“清球会”も関東推薦枠

で全国大会に出場します。

女子は“ＫＡＫＡＬＯＴＴ”と“健友会”が決

勝リーグを勝ち上がり、全国大会への切符をてに

しました。結果的に男女とも“春のバレーボール

フェスティバル”と同じチームの優勝・準優勝と

なりましたが、今大会の戦いを見ると、男女とも

他チームにも十分な実力があり、来年以後全国大

会出場チームを脅かす存在であることは間違いあ

りません。

今後に期待したいと思います。

結果は以下の通りでした。

男子 優勝 ＮＵＤＥ 健友会

第3位 ＲＯＡＲ

関東大会優勝 清球会（全国大会推薦）

女子 優勝 ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ

準優勝 健友会 第3位 レジーナ

最後に今大会は例年の3日間開催を2日間開催に

変更し開催され、“体育館（スポーツ環境）が確

保できない”というスポーツ連盟が課題としてい

る案件が浮き彫りとなりました。環境整備・施設

の改善など課題は山積みはですが、我々バレーボー

ル協議会も少しでも改善されていることを期待す

ると共に、今大会に参加されたチーム及び関係者

各位にこの場を借

りて感謝いたしま

す。（石原 史貴）
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全国大会出場を目指し、好ゲームが続く
第５０回全国スポーツ祭典・バレーボール大会開催される



４８回全国軟式野球大会千葉県大会は３月９日

に開幕しました。今年度は延べ５日間雨で中止に

なり、終盤８月１０日、９月７日も雨で中止にな

り１０試合保障できなかったチームが８チームに

上りました。しかも９月７日はリーグ戦優勝や３・

４部のプレイオフも絡み、選手の皆さんには雨天

での試合を決行してもらうことになりました。

そのおかげで１５日無事決勝トーナメントを終

了でき、９月２１日全日程終了することが出来ま

した。

一部は昨年優勝の千葉北BULLSが星を伸ばせず

早々優勝戦線から脱落しました。昨季３位に甘ん

じた栄町クラブZは補強が成功し負けなしで優勝

しました。ＳＡＮＳは今季補強した猪股投手が安

定した投球で９勝と２位になり初の決勝トーナメ

ント進出となりました。今季一部に昇格したリコー

ジャパン・KIN-IKYO・隼は星を伸ばせず来季二部

落ちとなりました。

二部はＬＥＧＥＮＤＯとカンダ事務機ヘリオス

の争いとなりましたが直接対決を制したＬｅｇｅ

ｎｄｏが優勝しリーグ戦参加３季目で初の決勝トー

ナメントに進出しました。３位にはクリパレが入

り来季の１部入りを果たしました。アクティヴズ、

花見川デンジャラス、ＢＲＯＴＨＥＲＳは星が伸

ばせず来季３部落ちの成績に甘んじました。

三部はスクラッチ、ＣＫＧファイターズ、花見

川ｃａｔ´ｓ、ＢＯＳＳの争いとなりましたがＣ

ＫＧファイターズが競り勝ち優勝しました。一部

経験のある放医研、ホーネッツ、アクセルズは星

が伸ばせず来季の４部落ちとなりました。

四部はASAHIJAPANが４試合連続放棄試合となり

リーグから脱落しました。仕事との関係で選手が

集まらないという理由ですが厳しい社会の問題が

浮き彫りになったできごとでした。そうしたなか

で選手を補強したジョニーが１０勝と負けなしで

優勝しました。２位にはジョニーとの直接対決に

敗れましたが終盤まで優勝の行方を左右した黒猫

が入りました。新規参加の新撰組が３位と奮闘し

ましたが平日の夜間の運営委員会に参加できない

など課題を残しました。昨季２位の習一ドラゴン

ズは日程を誤り放棄試合となったことで星が伸ば

すことができませんでした。

今季は各リーグ最終戦まで優勝の行方が分から

ず、９月の天候によっては優勝チームが変わる可

能性のあるシーズンでした。

９月日の決勝トー決ナメント戦は好天に恵まれ

野球日和となりました。準決勝第1試合は１点の

攻防でしたが１部２位のＳＡＮＳが猪股投手の好

投により制しました。準決勝第２試合は終盤追加

点を挙げた栄町クラブＺが制しました。決勝は両

チームとも連投となり栄町クラブZが６回の裏、

好投の猪股投手を、エラーを足掛かりにパスボー

ルやポテンット、WPなどで３点を挙げ決勝トーナ

メント戦を制しました。敗れたSANSは２安打に

に抑え込まれ点を取る課題を残しました。来季が

期待されます。（脇村 元夫）

優勝

栄町クラ

ブＺの
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準優勝

ＳＡＮＳ
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ＳＡＮＳの攻撃

閉会式の様子

優 勝 栄町クラブＺ（関東大会に出場）
第49回全国軟式野球大会千葉県大会閉幕



前号に続き卓球クラブの紹介です。

千葉ポートアリーナで開催された第50回千葉県

スポーツ祭典に勢ぞろいした若々しいクラブの紹

介です。

①クラブ名（チーム名） 赤翔馬（せきとば）

②代表者 木本信幸さん

③連絡先 市原市西五所

④クラブの概要（チームの名前の由来・チームの

特徴・練習場所・人数等等）

「赤翔馬」のチーム名は三国志の名馬 赤兎馬

から名づけました。10代、20代、が中心の年代層

から真中を「翔」に変更し、世に翔ける様に名づ

けました。

（全員ではありませんが集合！）

現在は小学生からの92名の人数で構成されており

子供社会の教育から世の中に通用する大人にな

る様に「一生懸命」を浸透させる様に頑張って

います。

⑤クラブのアッピール（14年度の抱負等）

クラブとしては全国大会の出場を目標と決め

毎年のクラブテーマ目標を掲げ、全員が同じ方

向を目指せる様にしているチームです。

大 挙 し て

の応援

⑥その他（スポーツに関する情報・スポーツ連盟

に期待する事等）

子供社会の中にも礼儀もあり、自然に上下関係

も学べ、横のつながりも出来て人間関係の作り方

が上手です。

一般 の 部

に7チーム

が出場

木本代表も

一 般 の 部

に出場

決 勝 ト ー

ナメン トに

多く のチー

ムが進出

クラブ紹介

赤 翔 馬
千葉県卓球協議会

貴方の手伝いを待っています！

来年（2015年）創立45周年を迎え

る千葉県連盟では連盟の仕事を手伝っ

ていただける方を捜しています。年

齢は問いませんが、パソコン（ワー
ド＆エクセル）が出来ることが最低

条件です。些少ですが交通費等お支

払いする用意があります
連絡先はこちらです

TEL 043-287-7353

FAX 043-256-1454

ﾒｰﾙ njsf1970chiba@gmail.com



９月２３日、第５０回千葉県スポーツ祭典・卓

球大会個人戦「全国大会千葉県予選」を開催しま

した。男子１３２人、女子５５人が一般、年代別

に分かれ熱戦を繰り広げました。

今年度は、希望の千葉ポートアリーナが使えず

春季大会同様四街道総合公園体育館での開催とな

りました。天候に恵まれ、外で受付を済ませ、８

時半より会場に入り、春季大会同様、参加者全員

で台出し・ネット張りなどの準備を行いました。

参加者全員で作り上げる大会となり、試合同様交

流の場となることができました。

例年県予選と同時にオープン戦も行っていまし

たが、今年度は申し込みが多くて、本会場では予

選会、オープン戦を同時に開催することは不可能

と判断し急遽、本大会は予選会のみの開催として、

オープン戦は１０月２３日のダブルス戦大会と同

時に開催することに変更しました。

人数制限をせずに申し込みを受けたことを反省

する大会となりました。なお、欠席者が１６名も

あり、急遽リーグ表を組み直すハプニングもあり

ました。参加人数制限と同時に、急に欠席者が出

た場合の対策も必要となりました。

一般の部には男子６６名・女子１４名がエント

リーし、４人または５人の予選リーグを行った後、

決勝トーナメントで代表権を競いました。特に本

大会は若い選手がたくさんエントリーし、例年に

なくハイレベルのゲームが展開されました。

一般男子の優勝は竹之内亮佑（TRF）さん、一

般女子の優勝は上岡由実（八日市場クラブ）でし

た。（なお、年齢別の結果は千葉県卓球協議会の

ホームページをご覧ください。アドレスはhttp:/

/chibataku.blogspot.jp/ ）

第３０回全国スポーツ祭典は１２月から来年の

１月にかけて千葉市並びに愛知県・豊田市で開催

されます。代表権を獲得されたみなさんの活躍を

期待しています。（日野 正生）

優勝 竹之内さん（右） 準優勝 長谷さん（左）

優 勝 竹之内亮佑さん（男子一般・ＴＲＦ）
上岡由実さん （女子一般・八日市場クラブ）

第50回千葉県スポーツ祭典卓球大会 個人戦開催
全国祭典への出場権を76名が獲得！

厳しい予選ではありますが、誰でも数試合

出来る試合方式をとっていただいているので

楽しい試合になります。（F・C・C 井坂さん）

昨年は札幌での全国大会では千葉県から駆

けつけて下さった仲間の皆さんの応援のお陰

で団体戦は入賞出来ました。今年も豊田市と

のことで仲間の皆さんの応援を力に3人で力を

合わせて頑張ります。（フリージア 永野さん）

体育館がとても綺麗で良かったです。進行

もスムーズにできたので良かったです。

（松戸さざんか 鈴木さん）

この大会は毎年出場して楽しみです。今年こ

そ本選で頑張ろうと思います。

（富津クラブ 小野さん）



９月２２日に開かれた常任委員会での報告事項

では千葉県スポーツ祭典の各種目の試合結果が報

告されました。特記として、バレーボールでは千

葉市バレーボール協会のＨＰにバレー祭典の結果

が記載されていること、卓球での茨城出前大会で

は当日の運営に茨城勢がおこなったことなどが挙

げられました。また、今年のスキー祭典は昨年の

倍の８０名での開催予定、そのためにも３万枚の

チラシを作成し大宣伝を行うとの報告がありまし

た。

協議事項での対県・市交渉については、要請文

の送付をし、アンケート・署名集約は１０月まで

に行うことを決めました。１１月中旬には懇談会

を行う予定です。ひろば誌普及については９月２

２日現在１２３部、目標の１３０部までの７部で

す。特に、全国大会出場チームに購読してもらう

よう働きかけます。

各種目協議会の運営がスムーズに機能していな

いことについて、規約上の課題を検討して、総会・

運営委員会・役員会・キャプテン会議などの任務、

役割等を明確にしていくことにしました。

その他、園川理事長の第２回全国理事会の「ひ

ろば誌」の普及、５０周年記念事業の報告があり

ました。記念事業では５０年誌編纂、スポーツ科

学研究所の設立、レセプション開催などが７事業

が取り組まれることが決められています。

「スポーツ９条の会・千葉」からは１０月１９

日の戦跡めぐりのウォーキングの参加要請、広島

豪雨災害被災者募金への協力要請などがありまし

た。 （浅沼 義明）

数ヶ月前から｢この問題は取り上げなくてはな

らない｣と認識していたが、そのままになってい

た。｢差別はいけない｣と言うだけでは説得力がな

い。「今に始まったことではない、昔からあった」

いう論調が一部にはあるようだが、日本や世界の

世相を反映して、昨今ひどくなってきていると私

は感じている。

レイシズム(racism）とは何か。英和辞書によ

ると、民族主義、人種差別主義とあり、例文とし

て、「人種差別は合理的思想ではなく恐怖心に基

づいている｣と載っている。

セリエＡなどヨーロッパのサッカー試合でバナ

ナを掲げたり、ピッチに投げ込むなどの行為が度々

起こった。２０１４年４月、スペインリーグの試

合でＦＣバルセロナのダニエウ・アウベスがコー

ナーキックを蹴る直前、差別主義サポーターが投

げ込んだバナナを拾って食べた。この行為は差別

への一つの戦い方だった。アウベスのこの行為に

共鳴した世界的な選手たちが、バナナを食べる姿

を次々にＳＮＳに投稿し、”WE ARE MONKEYS”

という世界的ムーブメント

が起こった。その中にはワー

ルドカップ日本代表の長友

選手もいた。

日本でも今年８月、横浜

Ｆ・マリノスのサポーター

のひとりがバナナを振って、

相手外国人選手を挑発する

という事件が起こった。３

月には、サポーターが"JAPA

NESE ONLY"の横断幕を掲げ、

浦和レッズに無観客試合という重い処分が下され

たばかりだったのに。

サッカー評論家の大住良之氏は｢サッカーで一

番大切なのは相手へのリスペクト(respect)；尊

敬である｣と言っている。サッカーに限らずすべ

てのスポーツに当てはまることであると思う。

スポーツアラカルト

レイシズムとスポーツ
常任理事 秋本信孝

第６回常任理事会報告



10月 5日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会 年間リーグ戦

10月12日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

10月18日（土）祭典・テニス大会（チーム戦）

10月19日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会 年間リーグ戦

10月23日（木）祭典・卓球大会 ダブルス戦

10月26日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会 年間リーグ戦

スポーツ9条の会 戦跡めぐり 10月19日（日）

11月 2日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会 年間リーグ戦

11月 3日（祭）祭典・野球大会トーナメント戦

鈴木杯テニス大会（男女Ｓ）

11月 9日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会 年間リーグ戦

11月12日（水）レディース卓球大会（松戸）

11月15日（土）鈴木杯テニス大会（男子Ｗ）

11月16日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会 年間リーグ戦

11月23日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会 年間リーグ戦

11月24日（休）祭典・野球大会トーナメント戦

祭典・空手大会

11月30日（日）サッカー協議会 年間リーグ戦

全国祭典 陸上競技大会 11月16日 京都

軟式野球大会 11月15日・16日静岡

バレーボール大会11月22日・23日愛知

ミックスバレーボール大会11月29日・30日愛知

１０・１１月行事予定

第49回全国軟式野球大会千葉県大会 結果


