
第51回全国軟式野球大会千葉県大会は3月

12日開幕し、9月18日の決勝トーナメント戦

で終了しました。

一部は栄町クラブZが５戦目を落としました

が、その後、敗けなし９勝１敗で優勝を果たし

ました。昨年優勝

のSANSは星を伸

ばせず３位に終わ

りました。初戦、

栄町クラブZに敗

れたカンダ事務機

ヘリオスが３戦目

で昨年優勝のSA

NSと引き分けましたがその後７連勝し２位と

なりました。

二部は、闘球会が８勝２敗で全日程を終了し

終戦の隼戦の結果待ちなりました。隼は 終

戦を白星で飾り優勝しました。

三部は、今季参加チームが減少し１４チーム

でリーグ戦が展開されました。一部経験もある

京葉スターズが敗けなしの１０勝で優勝しまし

た。勝ち点で３チームが並びましたが大会規定

でKIN-IKYOが２位になりプレイオフに進みま

した。

三部プレーオフは、京葉スターズとKIN-IKY

Oが対戦し京葉スターズが先制。有利に試合を

進めましたが、内野フライを太陽で打球を見失

い逆転でKIN-IKYOが制し決勝トーナメントに

進みました。

9月18日決勝トーナメント戦は、台風の影響

が心配されましたが夜半に天候が回復し、グラ

ンド整備をして30分遅れで開始されました。

準決勝第１試合は、一部２位・カンダ事務機ヘ

リオスと２部優勝・隼の対戦となりました。隼

は２回目の決勝トーナメントとなりましたが、

３回エラーから失点し、攻撃では５回完全に抑

えられ敗退しました。

準決勝２試合は、一部・栄町クラブZと三部・

KIN-IKYOの対戦となりました。初回栄町Zは

一挙８点を先制し危なげなく決勝へ進みました。

決勝は一部同士の対戦となり、３回栄町Zは

１死満塁のチャンスを作るも無得点。一方、カ

ンダ事務機は４回１死後からライト前ヒットで

出塁、２死後から左中間３塁打で先制しました。

ワンチャンスを活かしたカンダ事務機ヘリオス

が継投で栄町クラブＺを無得点に抑え初優勝し

ました。

カンダ事務機ヘ

リオスは11月11

日開幕の第５１回

全国軟式野球大会

へ主管地代表とし

て出場します。準

優勝の栄町クラブ

Ｚは１０月１日、全国大会への出場をかけて関

東大会に臨み、見事同大会で優勝し地元開催の

第５１回全国軟式野球大会を勝ち取りました。
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カンダ事務機ヘリオスが初優勝

１部優勝の栄町クラブＺ

県大会優勝の
カンダ事務機ヘリオス



17年度全国選手権大会の予選会を兼ねた千葉県

スポーツ祭典・バドミントン大会が9月9日（土）

千葉公園体育館で開催されました。

春と冬に開催している団体戦と違い、個人戦と

言うことで参加者は多くはありませんが、12月の

全国大会の出場を楽しみしている方も多く、和や

かな中にも熱戦が繰り広げられました。試合の組

み合わせは5チームでのリーグ戦を行いました。

男子１部は中里・国友組（かみさかばやし）と

小泉・金子組（流山個人）と加藤・山崎組（ガー

デン）の3ペアが3勝1敗と勝敗が同じ、セット数

でも中里・国友組と加藤・山崎組が共に同じ（７

セット取・３セット落）となり、全ポイント数の

合計から取ったポイントが１７６と１８２の加藤・

山崎組よりも少ないものの落としたポイントが１

４２と少なかった中里・国友組の優勝となりまし

た。

意識高い系の高田さんは｢参加者が少ないながら

大変活気のある大会でした。今回は準優勝でした

が全国に千葉の名を轟かせてきます｣との嬉しいコ

メントを頂きました。

今回は例年参加している高校生が、校内行事の

関係で高校生の姿が無いため審判の都合が付かず、

試合か？審判かどちらか？と言う『大忙し！』の

大会でした。

試合結果は以下の通りです。

男子１部

優 勝 中里・国友組（かみさかばやし）

準優勝 加藤・山崎組（ガーデン）

男子２部

優 勝 中村・仲上組（ジルズ）

準優勝 濱野・福田組（意識高い系）

男子３部

優 勝 大越・高橋組（ハーモニー）

準優勝 舘岡・平賀組（ハーモニー）

男子シニア３０

優 勝 荒井・林組（扇田ヤングファミリー）

準優勝 石川・石川組（希望クラブ）

男子シニア４０

優 勝 森・寺田組（アベックス）

準優勝 伊東・寺田組（流山・個人）

男子シニア50

優 勝 田島・君嶋（真砂クラブ）

準優勝 伊藤・高尾組（柏南部）

女子１部

優 勝 小泉・酒井組（美鈴会）

準優勝 印藤・阿部組（くりぼうず）

女子２部

優 勝 柏原・正木組（Ｓｈｏｔ’０４）

準優勝 砂岡・大澤組（Ｓｈｏｔ’０４）

女子３部

優 勝 佐々木・山口組（扇田ﾔﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ）

準優勝 内田・綾部組（扇田ﾔﾝｸﾞﾌｧﾐﾘｰ）

女子シニア３０

優 勝 小野・河合組（チーム医療）

女子シニア５０

優 勝 伊藤・常守組（トパーズ）

（文責 金子）

34ペアが熱戦を展開

中里・国友組

中村・仲上組

小泉・酒井組



千葉県スポーツ祭典・ダブルス大会が9月2日（土）千
葉公園体育館で開催されました。スポーツ祭典としては団
体戦と個人戦に続く大会です。全国大会の予選会とは
違い日頃の練習の成果を発揮しようと例年開催している
大会で、男子ダブルス・女子ダブルスと混合ダブルスの両
方のダブルス大会に出場出来ること、そして年齢別の大会
と言うことから好評の大会です。
今年の大会は9月上旬で残暑と土曜日と言うことで例
年に比べると参加者は多くはありませんでしたが、男子・女
子ダブルスに１０４ペア、混合ダブルスに80ペアが参加、
最終試合は夕方6時近くにまで及びました。
試合内容はやはり89才までの年代は20代前半の大学
生や社会人になったばかりの選手が早いスピードのプレー
で圧巻。１４５才以上の部は卓愛会・幸・杏仁クラブ等
のベテラン組の圧勝でした。
混合ダブルスで優勝した千葉大学の川尻・秋元組は
｢前回参加した時は準優勝だったので今回優勝できてとて
も嬉しいです。また、予選が6チームのリーグ戦で全員が沢
山試合が出来、非常に雰囲気の良い大会だったと思いま
す。｣とコメントを寄せて下さいました。
試合結果は以下の通りです。
男子ダブルス
①～89才 優 勝 高橋・立石組（JFEクラブ）

準優勝 川尻・牧田組（千葉大学）
②～110才 優 勝 河村・中野（チームへなちょこ）

準優勝 鈴木・林組（ぴんぽんず）

③～123才 優 勝 手島・望月（ワンポイント）
準優勝 小手・北澤組（FCC）

④124才～ 優 勝 高橋・堀井組（西小中台卓球部）
準優勝 児玉・本間組（卓愛会）

女子ダブルス
①～95才 優 勝 小島・岩田組（杏仁クラブ）

準優勝 高松・佐藤組（千葉大学）

②～114才 優 勝 手島・三島組（ワンポイント）
準優勝 黒沢・鈴木組（フォルテ）

③～126才 優 勝 池田・石井組（あけび～ズ）
準優勝 田村・奥津組（トップスピン）

④～130才 優 勝 月井・鈴木組（松戸さざんか）
準優勝 遠藤・坂上組（うすいクラブ）

⑤～144才 優勝 佐久間・中島組（うすいクラブ）
準優勝 永見・佐藤組（幸）

⑥145才～ 優勝 金子・坂下組（杏仁クラブ）
準優勝 中田・今井組（フリーダム）

混合ダブルス
①～79才 優 勝 川尻・秋元組（千葉大学）

準優勝 牧田・高松組（千葉大学）

②～101才 優 勝 高原・高田組（チームへなちょこ）
準優勝 高橋・藤田（あけび～ズ）

③～108才 優 勝 松本・福島組（チームへなちょこ）
準優勝 藤井・岩田（青松会・杏仁）

④～120才 優 勝 郷内・不破組（姉卓会。大当会）
準優勝 乙葉・石井組（あけび～ズ）

⑤～130才 優 勝 持田・中島組（うすいクラブ）
準優勝 澤井・大金組（中央クラブ）

⑥～135才 優 勝 野田・水橋組（卓愛会・幸）
準優勝 田中・祓川組（卓愛会・幸）

⑦130才～ 優 勝 児玉・佐藤組（卓愛会・幸）
準優勝 八代・永見組（卓愛会・幸）

（文責 金子泰夫）

～第53回千葉県スポーツ祭典～

卓球大会ダブルス戦
若手・ベテラン共に夕方まで熱戦が続く！

男子ダブルスで優勝した

髙橋・立石組

前回準優勝からリベン

ジ優勝を果たした

混合ダブルス

川尻・秋元組

混合130歳以下で優勝した

持田・中島組



日本シリーズ
１７年シーズン最後のゲームを楽しもう

野球協議会
脇村元夫

１０月１日、ＮＬＢセリーグは最後のＣＳ進出チー
ムが決定した。最後に滑り込んだ横浜ＤeＮＡをもっ
て、１７シーズンのＮＬＢはセリーグ・パリーグとも上
位３チームが決定しＣＳの対戦チームが決まった。

ファンとすれば意中のチー
ムがＣＳを勝ち上がり、日
本シリーズに進出すること
を期待しながら第１ステー
ジを待ち望んでいる。
ＣＳ制度が発足して１０

年連続出場していた読売
ジャイアンツ（巨人）が１０
月１日ＣＳ進出を逃した。

シーズン中盤の１３連敗が大きく影響し、ファンの
期待を裏切ってしまった。昨年２位の巨人はＤeＮ
Ａの山口投手、日本ハムの陽選手、ソフトバンク
の森福投手と各チームの看板選手をＦＡで獲得し
優勝を狙った。しかしながら１７シーズンはこの補
強した３選手が全く鳴かず飛ばず状態で４位に甘
んじてしまった。投手陣は菅野投手を中心に踏ん
張りを見せたが如何せん打線がシーズンを通して
湿りぱっなしで、若手が伸び悩み最後まで盛り返
せなかった。
巨人の宿命か？常勝巨人であらねばとの球団

方針がＦＡでの選手補強が主で若手育成がおろ
そかになっているのではないか？
その点、広島は今シーズン黒田投手が引退して

連覇は危ぶまれたが投手も野手も若手が大活躍
し危なげなく連覇を果たした。若手育成という点で
はソフトバンクも同様で故障者が出てもその穴を
埋める選手が存在した。
ＣＳ，そして日本シリーズは短期決戦である、ドラ

マが生まれそうである。はたして日本一の栄冠に
輝くのは両リーグの優勝チームか？第１、第２ス
テージ、日本シリーズと１７年シーズン最後のゲー
ムを楽しもう。

9月25日（月）連盟事務所にて今年度第7回常任理事会

を行いました。以下概略の報告です。

＜主な協議会・イベントの報告及び連絡事項＞

①陸上競技大会：11月5日開催予定。目標400名。

現在137名。多方面の参加呼びかけ が必要。

②バレーボール：9月9日祭典終了。

全国大会出場チーム決定。

③ウォーキング：

10月開催行事は諸般の事情からキャンセルとする。

④テニス：

大会参加受付について延長を認めるはどうか検討中

⑤野球：9月18日リーグ戦終了。全国大会参加チーム

決定。関東ブロック大会で残る1枠を目指す。

大会終了後に全国大会に向け役員会実施。

⑥スキー：祭典チラシ2万枚を10月上旬から配布予定

⑦サッカー：

千葉県サッカー協会派遣審判による試合を実施。

⑧卓球：

10月19日かずさ協議会と次年度登録の懇談会予定。

⑨空手：

12月10日開催の祭典は電子データのみでの受付。

＜協議事項＞

①第51回軟式野球全国大会（11月11日/12日：天台球

場他県内3球場にて実施）に向けて県連盟との役割分担を

明確にした。今後は球場別責任者及びスタッフの明確化、

プログラム作成を重点的に取り組む。挨拶文などは集約

中。

②スポーツ予算増額署名及び対県・対市交渉に向けて：

民主団体及び種目別大会等で旺盛に取り組む。現在県・

市と併せて各約200筆。昨年並み400～500筆を目

指す。日程調整については県・市とも要請文提出。

④財政について：各協議会分担金及び夏季募金（23件

／約10万円）納入報告。

⑤スポーツのひろばについて：未入金者（35名）への対

応を進める。全国大会参加者へ購読を呼びかける等恒

常的に普及に努めることとする。

⑥スポーツネットちば10月号／11月号掲載記事検討。

10月号発行は10月5日を目途とする。

⑦事務所フロアー張替えについて：入居後10年を経過。

老朽化の為張り替えることとする。経費は特別会計から

支出。2018年度予算で対応する。見積価格約20万円

強。工事期間は大凡2日間。

⑧AEDレンタルについて：事務所配備機器は11月末に使

用限界となり、リレーマラソンとクロカンしか利用しな

いことからレンタル化を提案するも、経費・使用頻度を

再考し次回常任理事会（10月23日）に再度議論するこ

ととした。

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 CHIRI×CHIRI （チリ・チリ）

②代表者 山本 麻紀

③チームの概要（名前の由来・チームの特徴・練習日程・人数等）

元々は市原市明神小PTAバレーボールクラブの中の6

人制バレーボール経験者を中心に会社の方やお友達、

そのまたお知り合いと集まって発足したチームです。

ネットでも募集をしています。結成は昨年、創立したば

かりのチームです。

メンバーは20代、30代、40代と年齢に幅がありますが、

30代が中心と言ったところです。練習は毎週2回、月曜

日は姉ヶ崎の姉崎中学校。水曜日は八幡宿の市原八

幡高校で午後7時から10時まで活動しています。

現在は男性7名、女性7名です。試合の時は他のチー

ムから借りて参加した時もあります。まだまだ増やしたいと

ころです。まだ市原市や千葉市のリーグにはまだ入っては

いませんが人数が揃えば登録したいと思っています。

名前の由来は入部した方のみお知らせする事になって

います(笑)。

④クラブのアッピール（１７年度の抱負等）

年齢・経験関係なく楽しくバレーボールをしています。皆、

向上心を持っていて日々

練習を頑張っています。男子チーム・女子チームとも更

に人数を増やし

て毎回練習で

試合が出来る

ようにしたいと思っ

ています。

市原市に在住

している人は勿

論のこと、市原市

以外にお住まいの方も是非参加して下さい。

⑤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）

新日本スポーツ連盟の大会にはバレーボール協議会

の吉川さんに誘われて｢春のバレーボールフェスティバル｣

から参加しています。

新スポーツ連盟の大会は強いチームが多く、試合では

ボコボコにされることもありますが、素晴らしい試合を見る

ことも出来るし、良い経験にもなるので参加し続けようと

考えています。

クラブ紹介

CHIRI×CHIRI
（チリチリ）

バレーボール



SPORTS CALENDAR

４日（土）第24回鈴木杯テニス大会
5日（日）野球協議会（トーナメント戦）

県スポーツ祭典・陸上競技大会
サッカー協議会リーグ戦

11日（土）～12日（日）
第51回全国軟式野球大会

12日（日）野球協議会（トーナメント戦）
16日（木）卓球協議会（中級以下講習会）
19日（日）野球協議会（トーナメント戦）

サッカー協議会リーグ戦
23日 (木）第24回鈴木杯テニス大会
26日（日）野球協議会（トーナメント戦）

第24回鈴木杯テニス大会

１日(日)野球協議会（トーナメント戦）
全国テニス選手権大会関東ブロック大会

７日(土)第24回鈴木杯テニス大会
８日(日)野球協議会（トーナメント戦）
14日(土)第24回鈴木杯テニス大会
15日(日)野球協議会（トーナメント戦）

サッカー協議会リーグ戦
22日(日)野球協議会（トーナメント戦）

第30回シニアテニス大会

10月 11月

二日目は広島城公園を回る「反核平和マラソン＆ウォー

キング」からスタート。総勢約60名余のランナー・ジョ

ガーによるマラソンとウォーキング。思い思いのペー

スで1周1.6㎞のコースに汗を流しました。終了後すぐ

に始まる「広島～長崎500㎞反核平和マラソン出発式」

に移動。ランナーには20代の若者も含まれ着実に反核

平和マラソンの運動が引き継がれている印象を受けま

した。会場移動の途中、通過する平和公園は安倍首相

も参加するとの事で物々しい警備。「核兵器禁止条約

に署名もしないという日本政府の態度を具現する安倍

首相には出席してほしくない」そんな声が聞こえてく

るようでした。そして原爆が投下された午前8時15分、

黙祷を行い長崎に向け総勢47名のランナーのスタート

を見送ってから、私を含めた13名は「江田島ピースウォー

ク」に向け出発。広島港（宇品）から高速船に乗り約

20分で江田島・小用（こよう）に到着。バスで旧海軍

兵学校に向かいました。ここは術科学校と呼ばれ今も

海上自衛隊の幹部候補生を育成している施設。ガイド

の方は高齢の元自衛官。「今の若者の教育は難しい」

と零されていましたが、安倍首相が唱える自衛隊を憲

法に明記したらいつでも、どこでも戦争ができる国に

なってしまうことをどんな思いでおいでになるのか聞

いてみたくなりました・・・・

昼食後、当初の予定を変更して術科学校から小用の

フェリー乗り場まで約2㎞のウォーキング。小用の港

までのルートは途中の峠道を含めアップダウンのある

心地いいウォーキング。道中萩原さん持参のアコーディ

オンで歌声を響かせながらのウォーキングで、あっと

いう間にフェリー乗り場に到着。広島港に戻る船を待

つ間、来年のウォーキングをどこにするかの話題にな

り、アイディアとして厳島神社・宮島への登頂などが

挙げられましたが、受け入れ先の野崎理事長に一任す

ることでタイトなスケジュールに今年の反核平和マラ

ソンのつどいは終わりました。

後になりましたが、「つどい」に参加する交通費

は千葉ランニングクラブに負担してもらいましたこと

感謝申し上げます。そして来年は是非とも複数での参

加を実現したいと思います。

理事長 園川峰紀

爆心地の空はどこまでも青かった
～2017反核平和スポーツのつどいin広島～

今月の理事長の独り言
はお休みし、理事長が出
席した 「反核平和スポー
ツの集い」 を２号にわ
たってお伝えします。




