
8月30日（日）千葉ポートアリーナにて第51回千葉
県スポーツ祭典・卓球大会（個人戦）が開催されまし
た。8月2日（土）の団体戦に引き続いてポートアリーナ
での大会となりました。
昨年は四街道市の体育館を利用しての大会で台数が
足りず全国大会予選会のみの大会でしたが、今年はポー
トアリーナを確保できたことから、一年ぶりの予選会とオー
プン大会を同時に開催しました。
予選会には一般男子56名、女子5名の合計61名。
年代別男子64名、女子33名の合計97名が参加しま
した。

全国大会の代
表枠は一般男
子が6名、女子
5名で特に男子
は4名のリーグ戦
で1位になった選
手同士14名の
激しい戦いとなりました。

年代別の代表枠は各年代で3~4名。女子は比較的
代表権を得るのは易しかったものの男子の50代のＬ
（50～54歳）Ｈ(55~59歳)60代Ｌ（60～64歳）

に選手が集中し、代表
権を得るための戦いは
厳しいものがありました。

結果は以下の通りでした。各ランク１位と全国推薦者
のみ掲載します。

同時に開催されたオープン大会には 男子54人が8
ブロックに、女子63名が９ブロックに分かれて交流を深め
ました。 各ブロック１位のみ掲載します。
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第49回全国軟式野球大会千葉県大会は3月8日を
開幕としましたが雨で流れ3月15日が開幕となりました。
昨年10月末、管理部長の郡司さんが逝去され、グラン
ド確保は未知数で心配されましたがなんとか必要なグラ
ンドを確保し、全日程を9月27日終了することが出来ま
した。最終版9月はリーグ戦優勝や３・４部のプレイオフ
も絡み、また、トーナメント戦の開幕もありグランド確保が
綱渡りの状態でしたが9月21日無事決勝トーナメントを
終了できました。
■リーグ戦経過
一部は昨年優勝の栄町クラブＺが6月末時点で早々2
敗をきっし、今期昇格のＬＥＧＥＮＤが負けなしの6
勝と首位をキープしました。昨年2位のＳＡＮＳは3敗
となり優勝戦線から脱落しました。最終盤ＬＥＧＥＮ
Ｄは栄町クラブＺと福井電機に相次いで敗れましたが
栄町クラブＺと福井電機が引き分けたため優勝となりま
した。2位を争った福井電機は最終戦会社関係の野球
大会のため棄権し2位には栄町クラブＺが入りました。
京葉スターズは引き分けが多く勝ちきれず9位、海浜ブラ
ザーズ10位、ＷＩＬＤＷＯＬＦは後半選手を集めき
れず不戦敗が重なり最下位となり3チームは来期2部落
ちとなりました。
二部は今期一部から降格した隼が選手を補強し星を
伸ばし、投打のかみ合ったＦＣと優勝を争い、直接対
決を制した隼が初優勝しました。闘球会、ＢＧＳ、KI
N-IKYOは星を伸ばせず来期３部落ちとなりました。
三部は久しぶりに投打のかみ合った放医研野球部と
補強に成功したレインボーが全勝で直接対決しました。
投手力の差でレインボーが初優勝し４部とのプレイオフ
に進みました。コート、BOSS、花見川デンジャラスは星
を伸ばせませんでした。
四部は今期加入した京葉港業が負けなしの10勝で
初優勝し3部とのプレイオフに進みました。2位には2期目
の千葉Ｍｅｔｅｏ、3位には今期加入のユナイテッドフェ
ザーズが入り来期の3部入りを決めました。
9月13日、３・４部のプレイオフが行われ、6回まで2対
0と勝っていた京葉港業は7回表レインボーに3点を取ら
れ逆転されました。その裏京葉港業は1死満塁とサヨナ
ラのチャンスを迎えましたが1・2番が凡退し敗退しました。

■トーナメント戦経過
決勝トーナメント戦は9月21日千葉公園球場で開催
されました。
参加チームは一部優勝ＬＥＧＥＮＤ、2位の栄町ク
ラブＺ、2部優勝の隼、3・4部プレイオフ勝者三部優勝
のレインボーの4チームです。
第1試合はＬＥＧＥＮＤ対レインボーの対戦となりま
した。レインボーは初の決勝トーナメント進出でリーグ戦・
プレイオフの勢いがみられず自滅の形でＬＥＧＥＮＤ
の一方的な試合となりました。
第2試合は栄町クラブＺと隼の対戦となりました。栄町
クラブＺは1回の裏、相手投手の立ち上がりを攻め3点
を先取し、その後追加点を挙げてそのまま継投で逃げ切
り決勝へ進みました。隼は決勝トーナメント進出は初め
てでリーグ戦と同じような試合運びができませんでした。
決勝は百戦錬磨の栄町クラブＺが2回裏相手投手と
守備の乱れを突き３点を先取しました。ＬＥＧＥＮＤ
は第1試合での勢いが全く見られず、4回まで完全に抑
え込まれました。5回、先頭打者が四球で2・3盗を決め
チャンスを作りましたが策がなく無得点に終わりました。6
回は相手投手の乱れに乗じて2点を返しましたがあと1
点が遠く課題を残しました。栄町クラブZが昨年に続き優
勝しました。

栄町クラブＺとＬＥＧＥＮＤの2チームは10月4日の
関東大会に出場し全国大会を目指します。

9月29日記
千葉県野球協議会 事務局長 脇村

優勝：栄町クラブＺ

栄町クラブZ連覇なる!
第４９回全国軟式野球大会千葉県大会



①クラブ(チーム)名 ＣＩＥＬＯ (シエロ）
②代表者 小高 一修
③連絡先 習志野市津田沼7-14-17
④チームの概要（名前の由来・チームの特徴・練習日

程・人数等）
ＣＩＥＬＯと言う名前の由来はスペイン語で空。“青々
とした”と言う意味です。
青空のように爽やかなチームになるようと名付けました。
2003年に創立、今年で13年目になります。最初、代
表の小高さんを中心にバイト仲間の4名が呼びかけ人と
なり友人・知人に声をかけチームを編成しました。
創立当初は習志野市内のサッカーリーグで試合をして
いましたが、2008年からスポーツ連盟にも加盟し現在に
至っています。今年もネットで募集し、20名のメンバーで
活動しています。若い人も入るようになりました。平均年
齢は26･7才と言ったところです。

⑤クラブのアッピール(15年度の抱負等）
今年から1部リーグに昇格しました。(11月からの年間リー
グに参戦） 全てのチームが格上なので、何とか粘って好
ゲームをしたいです。
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こと等）
スポーツ連盟に関しては特にありません。芝生のピッチ

で試合が出来るのが何よりです。

中央は代表の小高さん(上の写真）

９月から年間リーグがはじまりました。
年間リーグには１部8チーム、２部７チームが参加。
来年の関東交流大会の代表権を目指してリーグ戦が
開始されました。期間は9月20日（日）から3月13
日まで。
会場は千葉県総合スポーツセンター、市原スポレク
パーク、市原市・市津運動公園、市原市・加茂運動
公園、東金アリーナ・千葉市・青葉の森競技場、フク
ダ電子スクエア、ゼットエーオリプリスタジアム等千葉、
市原市を中心に開催されます。
参加費は30,000円、（協議会加盟チームは15,00
0円）全試合芝生のピッチで行えると言うことで人気
です。試合に先立ち9月19日に運営委員会（キャプ
テン会議）が稲毛コミュニティーセンターで開かれ、試

合方法等の確認
がされました。

15チームから2～3
名の代表全員参
加で話合いが行
われました。

クラブ紹介

ＣＩＥＬＯ (シエロ）

カテゴリー：サッカー

年間リーグ開幕
千葉県サッカー協議会



男女ダブルスは8月23日（日）千葉県総合スポーツセンター
庭球場にて男子18ペア、女子22ペア、合計40ペアが参加
し全国大会出場権を目指して熱戦が繰り広げられました。
男子優勝は長浜・上村組（フリー）、女子優勝は石黒・中
村組（フリー）でした。

男女シングルスは8月30日（日）千葉県総合スポーツセン
ター庭球場にて男子9名、女子6名が参加。男子は3ブロック
に分かれての予選リーグの後決勝トーナメント、女子は2ブロッ
クでの予選リーグの後決勝トーナメントを行いました。結果、
男子は伊藤雅洋さん、女子は飯塚玲奈さんが優勝しました。

混合ダブルスは9月23日（水・祝）同じく千葉県総合スポー
ツセンターにて26ペアが参加。曇り空ながら天候に恵まれ順
調に試合を行うことができました。優勝は峯村・園田組でした。

壮年男子シングルスは8月8日(土)千葉総合スポーツセン
ターで13名が参加。村上憲生さんが優勝しました。

壮年女子ダブルスも同時に開催されました。
全国大会出場者は次回のSports Netちばに掲載を予定し
ています。

全国テニス選手権大会千葉県大会終了
第51回千葉県スポーツ祭典・テニス大会

51回目を数える千葉県スポーツ・テニス大会は6月28日～7月26日のオープン大会（全国大会には繋がらな
い）に続き、高知県で開催される全国テニス選手権大会予選会を８月～９月にかけて開催。9月23日(水・祝）
の混合ダブルス戦をもって終了しました。



スポーツのひろば誌10月号は平和マラソンの特集号。今年
初めて実施した福島から長崎までの1800ｋｍのマラソンに、
今年8月5・6日の広島の集会に参加した園川理事長曰く、
身体が許せるうちにこの全区間を(是非)自分も走ってみたい
との感想でした。
報告事項としてミックスバレーが県大会２位の「ゴジラ」３位
の「ルージュ」の２チームが全国エントリー。9月12日のバドミ
ントン祭典は残念なことに31ペアの参加に止まりました。野球
のトーナメント戦は30チームの参加でチーム数の減少。テニス
では登録加盟していないフリー選手が優勝など多くの問題点
が指摘されました。
常任理事会として初めて「Sports Net ちば」の編集につ
いて協議しました。連盟の機関誌として新日本スポーツ連盟
の理念の拡充、県連盟の実情報告、読者の意見反映など
紙面の改善など多岐にわたる点があるが今回は一応、野球
のトーナメント表をなくし理事長のコラムなどを記載していくこと
にします。
財政については概ね良好に推移しています。夏季募金が
９月８日現在146,046円。ただ、絶え間ない「カンパ」いわ
ゆる基本収入ではないお金をよりどころにしていると不信を増
幅させることにもなるとの指摘もあり今後検討を要します。
スポーツのひろば誌の拡大については11月7日の連盟創立
５０周年記念シンポジウムまでに、全国的には2500部を、
千葉県では180部の目標まで残り５部を各種目協議会役
員全員の購読を図り達成したい。協議会の問題として役員
会の開催が困難なサッカー・バレーの財政の確立を追求して
いきます。ウォ－キングクラブの会費については今後検討・決
定する方向となりました。
今年も、対市、対県交渉を実施予定。ついては、各協議
会はスポーツ予算増額署名を早急に取り組んでください。署
名用紙を市・県を色変えして用意してあります。
来年2016年3月20日(日)に県連盟総会が予定されて
います。初めての日曜日開催などで早めに代議員確保をお
願いします。
全国関係では９月７日に「戦争とスポーツを考える会」、９
月14日には「安保法制と体育・スポーツ」のシンポジウム・記
者会見がありました。また、「スポーツ９条の会」がこの間、連
日、国会周辺のデモに動員。県連盟からも多数参加していま
した。「山古志全国交流ウォーキング」９月26・27日に開催、
淺沼・大川の両名が参加予定。 淺沼 義明

9月7日大塚・ラパスホールで行われた2020オリンピック・パ
ラリンピックを考える都民の会主催の『第５回提言討論会
戦争とスポーツを考える』に参加した。今回の提言者は青沼
裕之(武蔵野美術大学教授・スポーツ科学研究所事務局
長)と宇都宮健児(弁護士・元都知事候補)のお二人。
青沼氏からは1940(昭和15)年東京オリンピックの招致の
経過は「建国2600年を記念する事業の一環」と、「挙国一
致の事業」とすることであり、1938年の返上は軍事的理由に
よるものであったことを当時の政治情勢や資料を通して語った。
当時オリンピック開催を所管していたのは厚生省であったが、
体力の向上とは、身体のみでなく心身の鍛練を意味するもの
であった。厚生省体力局は1939年より体力章検定を実施。
種目は100ｍ、200ｍ、走幅跳、手榴弾投、土嚢運搬、懸
垂であった。日中戦争の激化、太平洋戦争勃発で国家主
義の高揚と軍事的利用が進み、武道の軍事的改変、体力
科学・医学の軍事的利用、文部省による学生野球の統制
→消滅、プロ野球の消滅へと繋がっていった。

青沼氏の調査によれ
ば、「戦争は野球振興
にとって障害であり、無
意味だ」と考えた人が
いたかどうかは不明であ
るとのことであった。平
和で自由な社会にお
いてしかスポーツは存

続できないし、スポーツは人間的自由とともに花開くのであると
結んだ。
宇都宮氏は、オリンピック憲章の「人間の尊厳と人権の尊重、
平和な世界の確立」のためには①東日本大震災の被災者
や原発事故の被害者にも歓迎されるオリンピックにしなければ
ならない②世界の国々とりわけアジア諸国との平和的・友好
的な関係づくりが重視されなければならないとし、「戦争法案」
の問題点は①立憲主義に違反する法案②米国に追従する
法案③自衛隊統合幕僚監部の「暴走」が存在する④「積極
的平和主義」の欺瞞―抑止力の強化は軍拡競争を招き、
緊張を高めることになると語った。
戦争法案との絡みについての言及もありました。
最後に都民の会事務局長の萩原純一氏より「戦争法案に
反対する声明」の提案 があり、採択され閉幕となった。

秋本 信孝

第5回常任理事会報告



4日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦
11日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦
12日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦

空手協議会 審判講習会（予定）
チーム対抗テニス大会

18日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦
24日(土) 第22回鈴木杯テニス大会

かずさ卓球協議会 団体戦(1Ｄ2Ｓ)
25日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦
29日(日)

1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
第22回鈴木杯テニス大会

3日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦
8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
15日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦

第22回鈴木杯テニス大会（予備日）
サッカー協議会・年間リーグ

22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

23日(月・祝)祭典・野球大会トーナメント戦
28日(土) サッカー協議会全国シニア大会・

千葉県大会
29日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦

第22回鈴木杯テニス大会
サッカー協議会全国シニア大会・
千葉県大会
サッカー協議会・年間リーグ

１０月 １１月

SPORTS CALENDAR

今月号から「理事長の独り言」コーナーを新設することになりました。スポーツに関する内外の動向やスポーツ連
盟に関する事等とにかくいろんな事柄を題材に「ぼやく」ことにしたいな～と考えています。稚拙な内容となるかもし
れませんがお付き合いの程、よろしくお願いします。
ということで第1回の今回は、先の国会で安倍自公政権が、とにかくむちゃくちゃなやり方で強行採決した「安保
法難＝戦争法案」についてぼやきたいと思います。
そもそも本法案は、安倍晋三首相が政権に返り咲いた2013年12月の総選挙後からいきなり言い出したこと
でした。選挙前や選手期間中 は「アベノミクス」の是非を問う？とい
う内容で訴えていたのが、投票 結果、自公で衆議院の三分の二を
超える議席（これは憲法改正 の発議ができる議席数です）を得た
ことから言い出しました。そして アメリカに“ノコノコ”出掛け米議会で
「来年の夏までに決着をつける」 と大見えを切りました。
法案として日本の国会に提出 される前にアメリカと約束。その後の
国会論戦で前提としていた「ホ ルムズ海峡の機雷封鎖除去」「米艦
船に乗船している日本人の救 出」等がことごとく崩れ、自衛隊を米
軍と一緒に「いつでも、どこにで も出かける」という戦争法案としての
実態が国民にもはっきりとわか るようになりました。そのため連日国
会前では「安倍退陣」「戦争 反対」の声がこだまするようになったの
はご承知のことと思います。
安倍自公政権は国民の声は一切顧みることなく暴走に暴走を重ね法案を強行採決してしまいました。本当に
情けないリーダーを日本は抱えているとぼやいてばかりいてもしょうがありません。ここ数か月の流れをみますと今ま
で政治に無関心と思われていた若者、主婦層、働き盛りの会社員等が声を上げ始めたことに将来の希望が少
なくとも芽生え始めていると感じます。「スポーツは平和とともに！」のスローガンを掲げて続けてきたスポーツ連盟
の運動にも相通ずるものがあることを信じてこれからもぼやき続けて行きたいですね。 園川 峰紀


