
１０月１３日（金）予報は雨でしたが、８時半、
２台の車で合計９名でスポーツセンター駅を出発。東
金自動車道、圏央道経由で大多喜駅へ。
現地到着する頃には雨は上がり、大多喜城目指して
約１キロのウォーキング。大多喜城駐車場から自然観
察コースウォーキングへ。 各種あるコースから、雨模様な
ので30分コースを選択しました。森の中のコースで、小
鳥のさえずりを聞き、落ち葉を踏みながら歩くのは最高。

なかなかのアップダウンコース、登山気分で散策。キノコ
観察がおすすめでしたが、今回は少な
かったのは残念。次回は展望台コース
に挑戦してみたいと考えています。
駐車場に戻ると雨が少しずつ降ってき
ました。お城の東屋にて昼食。
昼食後は博物館になっている大多喜
城を見学しました。

大多喜城は徳川四天王と言われる「本田忠勝」１０
万石の城です。里見一族を抑えるために配置されました。
本田家は３代に渡って大多喜を治めました。

（文責 日野）
千葉県ウォーキングクラブでは毎月楽しい企画を実施し
ています。皆さんも是非ご参加ください。
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お詫びと訂正

「SportsNetちば」の通巻号数に一部誤りがありまし

た。

10月号：185号→186号

9月号：184号→185号

訂正し、お詫び申し上げます

自然観察コー

スを下る

1975年に

修復された天

守閣



５月２１日（日）から始まったサッカー協議

会のリーグ戦も５ヶ月が過ぎました。

昨シーズンは試合中「相手チームへのラフなプ

レー」や「審判への暴言」など多くの課題を残

しました。

今期は年度初めの運営委員会でフェアプレー

に反するチームには参加を遠慮してもらう事を

確認。

またきちんとしたジャッジの出来る審判がど

うしても必要であることから、有資格者による

主審を委託して試合を行うことにしました。

この結果試合も引き締まり、上位にいけるよ

う努力を怠らないチームばかりになりました。

外部委託主審には、リーグ運営から試合内容

のコメントをもらいました。コメントを元に試

合運営を工夫するようにしました。

後半戦も、よ

り高い意識で試

合が出来る環境

づくりに邁進し

たいと考えてい

ます。

現在ＨＥＬＬＣＡＴＳが得失点差１６で１位、

経験豊かなエムドリが得失点差１２で後を追っ

ています。後半戦はワイルドマジョーラとＦＣ

ＣＲＯＷＳの頑張りに期待したいと思います。

なおリーグ戦後半は千葉県総合運動場・青葉

の森競技場・市津運動公園・ちはら台運動広場

で・２０１８年３月１１日まで行います。

（文責 磯部 宙）

千葉県サッカー協議会リーグ戦＜中間報告＞

HELLCATSがリーグ戦を牽引
千葉県サッカー協議会リーグ戦 ＜中間報告＞

有資格者の審判
により引き締まった
試合を

上位を目指し

熱戦が展開



第５３回千葉県スポーツ祭典の一環としてスキー祭典
を開催いたします。
会場はパウダースノーと豊富な積雪、4ｋｍ近いロングコー
ス、白銀の世界に包まれた志賀高原。
宿は江戸時代から続くが発哺(ほっぽ)温泉。
北信五岳、北アルプスの銀嶺のパノラマを堪能しながら、
シュプールを描きませんか。

千葉県・千葉市教育委員会の後援もいただき、千葉
市近隣の公民館集会施設等にチラシの配置もお願いし、
多くの皆さんにご参加いただけるよう、活動しています。
チラシがない場合は、新日本スポーツ連盟千葉県連盟
までお問い合わせください。
電話 ０４３（２８７）７３５３

参加費に含まれるもの・・・・宿泊費、スキー教室（全員参加） 、スキー傷害保険代

往復バス代（バス利用の場合）

含まれないもの・・・・リフト代、昼食代、貸スキー代



卓球と私
千葉県卓球協議会 山口 順

「卓球と私」 このテーマで前回書かせていただ

きました。今回はその続編です。

中学時代。軟式野球に夢中で、ゴムボールを追

いかけていた野球少年でした。

近所の大人たちのチームで、８番ファースト。

毎週日曜日になると朝４時からグランド取りとネッ

ト張りのためミゼット（懐かしい三輪車）で、原っぱに

出かけました。

卓球との出会いは、町内の卓球場にある貸しラ

ケットで友達と打ち合うお遊びピンポンでした。

短大の付属といいましても一学年一クラスで三

クラスの専門学校でした。

まじめな生徒でしたが、落ちこぼれの集団でした

から、毎日のようにけんか騒ぎです。あの環境のま

まで卓球と出会えていなかったら、たぶん、現在

の暮らしにはなっていないと思います。

高一の放課後、空き教室でピンポンをしていた

時、たまたま、高校で卓球経験のある三歳年上の

短大生だった師匠の目にとまり、初めて本格的に

指導を受けることになります。同じ母子家庭という

こともあり兄貴のように慕っておりました。

師匠は当時流行の IVYルックで、カッコ良かった
ので、服装をまねてあこがれていました。

時々サークルの練習に、混ぜてもらいながら、一

年半フォアドライブの打ち方を手取り足取り、徹底

して指導してもらいました。師匠はサウスポーで左

右の違いはありますが、

フォアの打ち方は全く同

じフォームです。前進回

転、横回転、ループ等打

ち分けることができるまで

になりました。

当時は、当然バックは

不要、フォア一本で動き

廻るスタイルです。

いま、私があちらこちらの大会に参加できるのは、

全て、師匠にドライブボールの打ち方を教えてもらっ

たおかげなのです。

フォアハンドには自信があり、時々大学の交流試

合に混ぜてもらい参加していました。重い本を使っ

ての手首のトレーニング。足、腰を鍛えるエア椅

子座り。

又、ある試合で得意のドライブが木面打ち（今の

ルールでは禁止）プレーヤーに全く通用せず、悔し

くて卓球台の壁打ちでナックルボールの返球練

習をしたこと、当時、つきあっていた彼女とペアを

組んだミックス戦等、ちょっと甘酸っぱい懐かしい

思い出です。

しかし、元々、身体が弱く体力不足の私はトレー

ニングが大嫌いでしたので、卓球を続ける気持ち

はサラサラ無く、このときマスターしたフォア打ちの

技術が40年後の私の人生に、大きく関わってくる
事など知るよしもなく、卒業と同時に、卓球とさよ

ならしたのでした。

＜次回に続く＞

１０月２３日（月）県連事務所で開かれました。

<報告･連絡事項>
・ランニング 11/5(日)開催の陸上競技大会申込は680名
・ウォーキング 10/13(金)大多喜城ウォークに９名参加。

・卓球 11/16卓球講習会予定。

・テニス 11月鈴木杯開催。11/11～12全国大会。（予定）

・サッカー 10/15リーグ戦実施。11/5･19もリーグ戦。

・野球 トーナメント戦終了。11/11～12全国大会(千葉)
に向け準備中。

・スキー 2018/2/10～12スキー祭典のチラシ配布開始。

11/11～12全国理事会。

・空手 12/10(日)スポーツ祭典準備。

・全国 10/21関東ブロック主管となる2020年全国スポー

ツ祭典の討議。

・財政 行事が少ない時期だがなんとかやりくり。

各協議会からの入金が若干残っている。夏季募金97,860円

<協議事項>
・県連盟組織拡大に向けてホームページとフェイスブック

の活用を進めることとした。年内に実践的講座を全国連

盟から来ていただいて実施する方向。

・Sports Netちばの執筆順番の調整。

・第2回理事会は11月24日(金)19時～、穴川コミュニティ

センターで行う。

・全国軟式野球大会・千葉県大会(11月11～12日)準備の進

捗状況が報告された。10/19，20に球場責任者と審判部

で意思統一をはかった。台風21号など全国的な悪天候の

影響で、全国代表未定のブロックがあるなど。プログラ

ム作成や要員が流動的など実務面で柔軟な対応をしてい

く。

・署名活動 11月に予定している対県･対市交渉に向け引

き続き集めていく。現在300余。

・屋外企画(リレーマラソン、クロスカントリー)の際にAE
Dをレンタルで確保することとした。

・第46･47期の役員体制について、選考委員会の設置と役

員選考委員案が提案され、承認された。

（本田 満）

理事会報告



①クラブ（チーム）名 バ ル サ ン

②代表者 寺 尾 啓 輔
③連絡先 袖ケ浦市蔵波台
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ teraok11@gmail.com

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）

元々は「バルサン」（殺虫剤）を制作していた会社
で働いていた人たちが結成したチームです。従って歴史は
かなり古いと思われます。勿論その頃のメンバーはもう誰

いません。
その後キャロルで
活躍していた有吉
正祐さんが新たに
チーム引き継ぎ今
年でちょうど１０
年目になります。

当チームは１９歳から４０歳までいろいろな年代のメ
ンバーが在籍しています。

現在市原市リーグに
も加盟し、週１回程
度の集まりで、ゆるく
楽しくする事をモットー
にしています。

⑤クラブのアピール（2017年度の抱負等）
年齢層が厚い事でバルサンにはシニアチームもありま

す。サッカーを生涯スポーツとして楽しむことの出来るチー
ムです。
これから２０年、３０年とチームが存続できる事を目

標に活動しています。
年をとってもプレーを
続けたい人は是非
お集まりください。

⑥その他（スポーツ連盟に期待することなど）
全国のサッカー協議会のチームと試合を通じて交流で
きたら良いと思っています。
可能であれば１Day登録の大会を開催し、協議会
外からては如何
でしょうか。

クラブ紹介

バルサン
サッカー

バルサンは2017年度のサッカー協議会リー

グ戦で現在９チーム中５位です。残された試

合での健闘をお祈りします。

（編集部）

バドミントン大会（男女団体戦）参加者募集

２０１７年１２月２３日（土）

千葉公園体育館

バドミントン協議会（準備会）では、男女各３ダ
ブルスによる団体戦を開催します。

お近くのバドミントン愛好者の方にお知らせくだ

さい。



SPORTS CALENDAR

３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

10日（日）県スポーツ祭典・空手大会

冬季オープン卓球大会

第24回鈴木杯テニス大会

サッカー協議会リーグ戦

17日（日）検見川クロスカントリー大会

23日 (土）冬季バドミントン大会

チーム対抗テニス大会

24日（日） 第10回３なのはなテニス大会

サッカー協議会小大会
＜全国大会関係＞

２日（土）～３日（日）

全国卓球大会（一般の部） （福岡）

全国バドミントン大会 （愛知）

全国ミックスバレーボール大会 （宮城）

３日（金）野球協議会（トーナメント戦）

４日（土）第24回鈴木杯テニス大会

５日（日） 県スポーツ祭典・陸上競技大会

サッカー協議会リーグ戦

16日（木）卓球協議会（中級以下講習会）

19日（日）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

野球協議会（トーナメント戦）

26日（日） 第24回鈴木杯テニス大会

＜全国大会関係＞

11日（土）～12日（日）

全国軟式野球大会 （千葉）

全国テニス大会 （埼玉）

全国６人制バレーボール大会 （石川）

11月 12月

いったいどうすればあんなにくるくる回れるのか？ 激し
い着地は足腰に相当な負担がかかるが大丈夫か？
先日カナダ・モントリオールで開催された２０１７第
４７回世界体操選手権大会で白井健三選手と村上
茉愛選手が見せてくれた床運動の妙技に驚かされた一
人として素直な感動でした。
また、大会前は七連覇確実と予想されていた内村航
平選手は跳馬での着地で左足首を負傷・無念の棄権
となり個人総合での連覇は途切れましたが、白井選手
がしっかりと銅メダルを取得。一方女子では予選を一位
通過したものの本番では平均台の落下が響き惜しくも
４位。しかし種目別の床運動では見事金メダルという
「話題満載」の大会でした。
白井選手のひねり技は「シライ」と個人名が冠される
ほどの大技。だれでもできる技ではないが、意図も簡単
に成し遂げてしまう。村上選手のそれは白井選手同様
ダイナミック名動きのある「シリバス（後方抱えこみ二回
宙返り二回ひねり）」といういずれも凡人には理解でき

ない大技。両選手とも他の選手の追随を許さぬ完璧な
演技で金メダルを獲得。たった 数秒間の間に自分がど
こにいるかを瞬間的に判断できる能力、位置察知能力
が人一倍長けていることからこそできるのでしょう。
スポットライトを浴びる、その裏には人一倍トレーニング
しているからなせる技ともいえます。両選手ともそんなこと
をおくびにも出さずさらっと言ってのけるところが頼もしい。
２０２０東京では間違いなく主役になるであろうと誰
しもが期待していますが、そんなプレッシャーにもきっと耐
えられるであろうと二人の言葉を聞いていると安心感が
あります。
２０２０東京五輪・パラリンピックに向けての話題は
選手村敷地を破格の安値で売却した都有地売却問
題が発覚し、住民訴訟が起こされたり、相変わらず運
用経費の膨大さ、築地・豊洲移転問題を巡る動き等々
まだまだ問題山積であるが、白井選手・村上選手の世
界体操での活躍は一服の清涼剤と受け止めたい。

内村航平選手、まさかの棄権
白井健三選手 床での金・個人総合での銅･村上 茉愛選手 床での金

２０１７世界体操選手兼・カナダ・モントリオール


