
野球協トーナメント戦は、昨年9月24日開幕し順調
な滑り出しでしたが、大会中盤は2週連続の雨天中止、
終盤11月23日準々決勝戦は台風による大雨たたられ
ましたが、12月３日・10日共に天台球場を利用する事
が出来、無事年内に千葉県代表チームを決定し終了
する運びとなりました。
準決勝第一試合は、初参加「ＪＦＥプラント」がリー
グ１部の「千葉北ブルズ」に勝利。準決勝第二試合は、
昨年の決勝と同じ「Ｋ'ｓ」 vs 「栄町クラブＺ」の対決
栄町エース土屋投手がノーヒットノーラン達成の快投。
決勝戦では、土屋投手がＪＦＥ打線を一安打に抑え
連続完封で優勝に花を添えました。

今大会は昨年より７チーム少ない２５チームでの参
加にとどまり、近年にない大会となりました。
その原因には、各チームのメンバー参加選手の減少に
よる不参加、また他リーグとの重複参加（野球大会は
秋のこの時期各地区にて大会終盤を迎えつつあります）
チームをまとめ、維持する事が困難な状況。トーナメント
戦の厳しさ、参加費17、000円を支払ってもくじ運（組

合せ）によっては一回戦敗退か４～５試合が可能。
他のスポーツ大会の方式で敗者復活戦を用いて選手

の向上心を仰ぐとの提案も伺いましたが、短期間で代
表チーム決定するのには、日程、球場確保、審判部員
の増員とまだまだ難しい課題があると思います。
うれしい話題としましては、今年度オープン参加8チー
ムの中から、ここ数年参加頂いている野球にかける情熱
と試合態度、実力も十分踏まえたチームの代表の方が
「次期リーグ戦の参加も考えています」という声を聞き、大
きな期待が起こっております。是非ご参加を・・・。
なお、優勝した栄町クラブＺは、今年４月８日（月）
に埼玉県・道満野球場で開催される関東大会への出
場権を得たことになり、関東大会で優勝もしくは準優勝
すれば５月１９日～２０日静岡・草薙球場で行われ
る全国大会に駒を
進めることとなりま
す。

（文責：野球協
田久保孝一）
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「絶対ボールを持って帰る！」大会前に熱く語るのは

今回初出場のAQUAキャプテン・島田亜由美さん。

結果は・・・・有言実行のたとえどおり初出場、初

優勝となり「公約」どおりに大会で新たに使用した真

新しい「ボール」を手にしました。

決勝戦は、AQUA vs ROUGEという初顔合わせ。

ROUGEは毎回参加してくれている八千代市「秀明大学」

の学生さんで構成されている若さ溢れるチーム。昨年

12月岩手県気仙沼市で開催された第13回ミックスバレー

ボール全国大会で準優勝した強豪チーム。

山口（11番）・佳元（13番）の両男子選手の強烈なア

タックと若さ溢れる堅固な守備が売り。

一方、AQUAは、初出場ながら女子選手・上岡（17番）

と男子選手・大関（28番）のミックスならではのコン

ビアタッカーと島田キャプテンを中心とした守りが売

りのチーム。

第１セットは、予選リーグでの疲労が出ているのか、

両チームとも動きが鈍い。当初ROUGEがリードするも徐々

にAQUAがリードを広げ気づいたら25－15でAQUAが勝利。

続く第２セットも、ROUGEが途中何度か追い上げるも

終始AQUAがリードを保ち25－18でゲームセット！セッ

トカウント２－０で初優勝を飾りました。

優勝後の島田キャプテンの一言「楽しかったです！」。

今年一番の冷え込みの

中での大会でしたが、

爽やかな春の風を運ん

でくれました。また、

今年卒業となるメンバー

を多く抱える「緑風会

館」上野君は「年々レベルが上がっていますね！」と

大会参加チームの競技レベルが高くなっていることに

驚きの言葉を残して会場を後にしました。

今回の会場は千葉公園スポーツ施設（体育館）でし

たが、千葉市スポーツ振興課との懇談の中で「老朽化

が際立つので改修候補の一番手」と言われる施設。

観客席や舞台もあり今回のように大会を開催するに

は使いやすく、交通至便の地にあるのですが、施設の

アチコチに不具合も目立ちます。今後の改修計画実施

にあたっては利用者にとっても使いやすいものにして

ほしいと切に願うものです。

大会自体は午前中参加７チームによる予選リーグを

各チーム２試合ずつ行い、午後は上位４チームによる

決勝トーナメント戦。下位チーム３チームは順位決定

戦を行いました。それぞれの結果は次のとおりです。

第11回ミックスバレー千葉市交流大会 開催

優勝したチーム

ＡＱＵＡ

ｶﾞﾝﾊﾞﾙ 千葉大園芸



クリスマスを翌日に控えた昨年１２月２３日

（土）千葉公園体育館にて冬季バドミントン大会

が開催されました。

毎年東京・神奈川から参加するチームがあり

ますが、今回は埼玉・茨城からの申込が相次ぎ、

締切の１週間まえには定数を超える盛況ぶりで

した。

横浜市の『てぃわら会』は今までの代表者が

外国勤務になっても引き続き参加。今回で１０

回を超す参加回数となりました。

千葉市緑中バドミントン部は「みどり台千葉」

として４チーム。船橋啓明高校も３年ぶりの参

加。千葉大学バドミントン部も参加し、中学生・

高校生・大学生そしてベテラン愛好者も含めて

総勢２８５名の参加者となりました。

元インター杯や国体の選手も参加。レベル的

にもかなり高い大会でした。

試合結果は以下のとおりでした。

男子 １部

優勝 九十九里ＢＣ 斉藤（英）・坪井・萬崎・

斉藤（慎）・内山

準優勝 ガーデンＥＸ

第３位 ガーデンＸ

男子 ２部

優勝 ピスコット 小和田・小原・石井・

五十嵐・二畑・染谷

準優勝 千葉大学

第３位 ビッグベアーズ

男子 ３部

優勝 ちゃみおと愉快な仲間たち

草間・青山・大島・佐久間・大野

準優勝 てぃわら会

第３位 Ｔｅａｍデスト

女子１部

優 勝 熊連

鈴木・菊池

岡本・中村

準優勝 スペアキーズ

第３位 九十九里ＢＣ

女子２部

優勝 ピスコット

見崎・相川・後藤・千葉・三木・田所

準優勝 おおうさ

第３位 ＴＲＩＧＧＥＲ

女子３部

優勝 ちゃんみおと愉快な仲間たち

村井・三富・深代・近岡

準優勝 南風会

第３位 ＴｅａｍＡＹＡＭ

大会参加の感想から

○今回の大会で、相手が大人であろうと、チャ

レンジ精神で常に相手に尊敬の意を持って戦

う事の大切さを学びました。今回の経験をこ

れからの試合に生かし、応援されるチームで

ありたいです。 （緑町中 日暮）

○今回の試合を通して大人の方々のショットの

強さや正確さを体験することが出来、自分に

とってとても良い経験になりました。

（緑町中 太田）

○みんなで出られた初の団体戦で、すごくす～

ごく楽しかったです。 （ピスコット 染谷）

県外からも多数参加 49チームが集う
～～冬季バドミントン大会開催～～

熱戦を繰り広げる選手の皆さん



ウォーキングとしてのフットパスと歩く権利

１９６５年に新日本スポーツ連盟は「スポーツは人の権

利でなければならない」と世界に先駆けて主張し、その後

１９７８年にはユネスコ「体育・スポーツ国際憲章」が採

択され「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基

本的権利である」とスポーツ権が宣言された。

２０１１年にスポーツ振興法が全面改訂されスポーツ

基本法が成立「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を

営むことはすべての人々の権利である」とスポーツ権が

明記された。

２０１７年３月の第２期スポーツ基本計画では「スポー

ツ施設やオープンスペース等のスポーツに親しむ場の確

保」が目標に掲げられた。

ウォーキングに照らし合わせれば「スポーツに親しむ場」

とは生活空間の場である「道」を指す。そこでは、日常生

活と共存するかたちでのスポーツをする権利＝歩く権利

＝に着目せざるを得ない。

先年、全国ウォーキング協議会主催の、イギリスの「歩

く権利」についての勉強会があった。報告を兼ねて「歩く

権利」について考えてみたい。

近代スポーツの発祥地であるイギリスはウォーキング

の分野でもウォーキング大国といわれ、私有地において

人が誰でも歩ける、歩く権利がある「パブリック・フットパス」

があり、その距離イングランドでは１８万８５００キロ、ウェー

ルズでは３万３２００キロに及ぶといわれる。

フットパス（歩道）が認められる経緯は１７０３年に「公

道という言葉は、すべての公衆の道という概念である」と

いう判決だといわれているが、法的に歩く権利が認めら

れたのはそれから２００年以上経った１９３２年のこと。労

働時間の短縮など労働条件の変化の後押しもあり、余

暇活動の一環として野外活動も盛んになり、地主たちが

狩猟の場として立ち入り禁止をしていた湿地の開放を求

めての裁判を勝ち取り「歩く権利」法が成立した。それに

基づいてフットパスの整備・維持がランブラーズ協会など

の団体によってなされ今日に至っている。

日本でも２００９年に北海道黒松内町、山形県長井市、

東京都町田市、山梨県甲州市の４つの自治体が発起

人となり「日本フットパス協会」が設立され、その後も多く

の市民団体が参加している。そこでは、フットパスとは「イ

ギリスを発祥とする森林や田園地帯、古い町並みなど地

域に昔からあるありのままの風景を楽しみながら歩くこと

「Foot」ができる小径「Path」のことであり、ひいてはこのみ

ちを歩くことの総称」としていることをみると地域や環境に

注目したウォーキングの一形態がフットパスであると考え

られる。

「歩く権利」を前提としたフットパスと呼ばれるウォーキング

が可能な道を日本の各地に広げることを今後の課題とし

て努力しましょう。 （千葉県連盟顧問 浅沼義明）

１月２４日(水)スポーツ連盟事務所にて第１１回常任理

事会が開かれました。

「スポーツのひろば」の読後感想

アラスカスキーについて、雄大なスキー場とエコロジー

のあり方を自信の海外スキーの経験から・・。

１２月２６日から１月２４日までの主な取り組み（報告）

ランニング 来年度のリレーマラソンの要項を発送

卓 球 加盟杯大会を千葉市花島公園体育館千葉県で

開催。（１月１３日）

船橋地域協議会大会を船橋アリーナで開催

１２０ペア２４０人参加。 （１月７日）

テ ニ ス 第３１回シニアテニス大会を天台で開催

（１月２０日）

サッカー リーグ戦順調に進行中。（１月７日・１４日）

スキー スキー祭典の準備(１月９日）

主な討議は以下のとおりでした。

１．千葉県連盟定期総会について

総会に提案する決議案の討議を行いました。

また、総会成功に向け出席代議員の確認や次期役員体制

等についても討議しました。

２．全国評議委員会及び全国連盟総会について

全国連盟役員として園川理事長を全国理事に金子事務局

長を監事に本田副理事長を評議員に推薦する事を決定し

ました。

３．調整会議の出席者について

各種大会を開催するための会場を事前に確保するため、

千葉県と千葉市の体育施設の調整会議に出席する担当を

確認しました。

４．「スポーツのひろば」読者拡大について

５．財政

全国連盟負担金の根拠となる組織人員について確認しま

した。

６．その他

・設立３０年以上の加盟クラブ顕彰を行う予定

・９条改憲No!憲法を生かす全国統一3000万署名につい

て「スポーツ９条の会」の提起を受け、２月の理事会

で論議し積極的に取り組むことを確認

・フェイスブック講座開催（２月２５日）について

・「スノースポーツにおいて世界選手権大会、オリンピッ

ク・パラリンピック等国際大会への選手派遣の拡大に

ついての請願署名」を取り組む事を決定

（佐々木睦昭）

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 九十九里バドミントンクラブ
②代表者 作田喜紀・齋藤英樹
③連絡先 山武郡九十九里町片貝
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）

私の娘が中学生からバドミントンを始め、最初は２人
だけで練習を行うために九十九里中学校の体育館を借
りていました。次第に口コミなどで人が集まるようになり、
それがチームの結成のきっかけになりました、
チームの由来は、町の名前が九十九里ですし、九十
九里の名を広めたくてそのまま九十九里バドミントンにし
ました。
今では毎週金曜日に約１５名程度で活動しています。

⑤クラブのアピール（2017年度の抱負等）

チームとしても、個人としても、いろいろな大会で成績
を納めていて、今でもレベルアップに励んでいます！
数年前は元選手の小椋久美子さんやヨネックスの選
手が来て、練習会を開いて下さいました。また機会があ
れば積極的に開催したいと言うのが目標です。和気あい
あいと、とてもアットホームなチームなので、皆さん気軽に

参加して頂ければ嬉しいです。

⑥その他（スポーツ連盟に期待することなど）
地元のバドミントン連盟に加入していて山武市のいろ

いろな大会のでに参加させて頂いています。 バドミントン
を通じて新しい仲間と新しい出会いをしたいと思います。
スポーツ連盟に期待することはいろいろな大会を増やし
てもらい、楽しくスポーツをしていけたらと思います。

クラブ紹介

九十九里
バドミントンクラブ

バドミントンの春季大会は混合団体戦です。

会場は千葉県総合スポーツセンター体育館です。

＜申し込み＞

新日本ポーツ連盟千葉県連盟ホームページに募集要

項を掲載してあります.是非ご覧ください。

次回開催は混合団体戦

３月３１日(土)

春季バドミントン大会



SPORTS CALENDAR

3日（土）第１０回なのはなテニス大会

4日（日）サッカー協議会シニア大会

10日（土）第３２回シニアテニス大会

11日（日）サッカー協議会リーグ戦（予備日）

14日（水）スリーダブルスお花大会（卓球）

17日（土）第１０回なのはなテニス大会

24日（土）第１０回なのはなテニス大会

（チーム対抗）

31日（土）春季バドミントン大会（混合団体戦）

＜全国大会関係＞

10日（土）11日（日）全国連盟総会

25日（日） 千葉県連盟総会

４日（日）サッカー協議会リーグ戦

10日(土)～12日(月・休）

スキー祭典

11日（日） サッカー協議会リーグ戦

12日(月・休)なのはなテニス大会

17日（土） 千葉県野球協議会総会

18日（日）サッカー協議会カップ戦

25日 (日）なのはなテニス大会（チーム対抗）

＜全国連盟関係＞

１０日(土）～１１日 (日）

第２回評議員会

２月 ３月

年末から年始にかけてのテレビ中継では駅伝中継が
目白押しでした。ニューイヤー実業団駅伝・箱根駅伝・
都道府県対抗駅伝・高校男子／女子駅伝・・・挙げ
ればきりがありませんね。特に今年はテレビドラマ「陸王」
放映の影響もあってか沿道で応援する観客も例年にな
く多かったように感じました。
ランニングは、シューズさえ用意すればだれでも気軽に
できるスポーツということで70年代のジョギングブーム以
降競技人口が増え、更に2007年東京マラソン以降拍
車がかかり、大会に申し込んでもなかなか参加そのもの
ができないという時期もありました。ある大会ではネット
での申し込み開始と同時に定員に達してしまい、参加
証がプレミアチケットと化す状況もある聞いたことがありま
す。
ところが最近の市民マラソン大会はなかなか定員に至
らず、中には大会が中止に追い込まれた例も見受けら
れます。例えば30回という長い歴史を誇る鹿児島県・
種子島市で開催されていた種子島マラソンですが、参

加者が集まらず2017年で中止となりました。その他にも
中止に追い込まれる大会が各地で散見され、大会が
飽和状態となっている状況が窺われます。
笹川スポーツ財団の調査によると「大会数は増加する
もランナー人口が減っている。コアランナーはいるが、あま
り熱心でなかったランナーが離れたからではないか」と分
析しています。
現在日本の自治体数は約1700、そのうちマラソン大
会を実施している自治体はその約半分と言われていま
す。地域おこしの手っ取り早い方法としてマラソン大会
を開催すれば、国のスポーツ政策にも寄与したとして報
告できます。しかし、そのような大会ではやはり参加者か
ら飽きられることは明白です。大会として地元の理解を
得られているのか、他の大会と比べて高いホスピタリティ
―を打ち出す等工夫をしなければ遠からず参加者から
は飽きられてしまいます。
国が進めるスポーツ政策は「一億総スポーツ社会」を
呼び掛けていますが、その為にも「市民が気
軽に利用できるスポーツ施設の増加」や
「スポーツができる労働環境整の整備」が
望まれますね。

ブームは去ったのか？
各地の市民ﾏﾗｿﾝ大会参加者が減少！


