
第54回千葉県スポーツ祭典のトップを飾り全国大会
予選を兼ねた「第12回ミックスバレー印西市大会」が4
月8日（日）松山下公園体育館メインアリーナ3面を
会場に県内各地から集まった11チーム約90名余の選
手の参加で行われました。
結果は６大会ぶりに参加した「八街排球クラブ」が他
のチームの挑戦を力でねじ伏せ優勝を飾りました。2位
には昨年宮城県気仙沼市で開催された「第12回全国
ミックスバレーボール大会」で準優勝となった「ROUGE
A（八千代市）」3位には初参加の「BURST(印西市）」
がそれぞれ入賞しました。なお、「ROUGE」は昨年全
国大会準優勝の実績があり大会出場権を持っていた
ことから、千葉県２枠と相まってこの3チームが今年12
月1日～2日長野県長野市で行われる「第13回全国
大会」への切符を手に入れることとなりました。
さて、試合は午前中・予選トーナメント戦に8チーム、
予選リーグ戦に3チームに分かれ3位決定戦を含め各
チーム2試合づつ行いました。中でも優勝候補の一角

と思われて
いた今年1
月 の 千 葉
市交流大
会優勝のA
QUAは第1
試合に今大
会優勝した

八街排球クラブと対戦。ど
ちらも譲らず1－1のスコア
になるも得失点差で1回
戦で敗退。一方初出場
のBURSTと常連ROUG
E Aは順当に勝ち上がり
午後の1位リーグに駒を進
め、既述のとおりの成績で全国大会出場権を得ました。
その他中位(2位)リーグ戦も下位（3位以下）リーグ
戦も各チームそれぞれ2試合づつ行い、実力が伯仲す
る中、どの試合もシーソーゲームの連続で日頃の練習
具合を実証するいい機会になったことでしょう。
今大会は初出場4チーム、久しぶり参加2チーム、常
連5チームという絶妙のバランス。初出場チーム石山さ
ん（Jade）からは試合中に感想を伺ったところ一言
「めっちゃ楽しいです！」。古屋さん（乾杯少年団）か
らは「混成チームとして初勝利を挙げられチーム全員楽
しんでプレーできました」。また常連の山崎さん（スプリン
グワン）から「大会レベルが高く驚きです」と概ね好評の
声が寄せられました。
ミックスバレーボール協議会としては全国大会予選会
を含め交流大会等年間4大会開催を目標としています。
今後は参加者の皆さんのもっともっと喜んでもらえるよう
取り組んでいきたいと思います。

（園川 記）
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～全国大会切符は同クラブと初出場BURST（印西市）・常連ROUGE（八千代市）

優勝の八街排球クラブ

BURST VS ROUGE B



昨年度に続き2回目の卓球講習会開く

桜が満開を迎えた3月29日【木】千葉県スポーツ科学

センターアリーナで講師に「ぐっちい」こと山口文康

さんと「やっすん」こと山口隆一さんのお二人を招き

28人の参加で今年度第1回の卓球講習会が開かれました。

参加者は男性は高校生一人を含む60～70台が中心。女

性は60台が中心なりました。

当初40人～50人の予定でしたが28名の参加でいくら

かしょぼい感じでスタートしましたが、卓球界では知

る人ぞ知る講師お二人の話術も手伝い和気あいあいの

雰囲気。午前中はお二人によるダブルスのサーブの出

し方、受け方、二人の間の取り方を実践的に教えても

らい参加した選手からは「とても役に立った」との声

が聞かれました。午後は女性8チーム、男性5チームに

分かれミニゲームを行いましたが、皆さんの熱気で予

定時間を1時間あまり超過し午後4時頃に終了。

次回は5月17日【木】同じアリーナでシングルスのサー

ブの出し方を中心とした講習会を企画していますので

卓球がうまくなりたい方はふるって参加してください。

なお、講師としてお迎えしたお二人は新日本スポー

ツ連盟全国大会男子一般団体の部で二年連続優勝実績

がある強者です。また一般財団法人卓球トレーナー協

会卓球丼を運営し卓球の普及にがんばっているお二人

でも有ります。

興味がある方はこちらをチェック

→ http://nb-no.facebook.com

３月１４日（水】２８名が参加

ノーベル平和賞を受賞した国際平和団体『ＩＣＡＮ』

メンバーとの面会を拒絶した被爆国日本の安倍首相は、

一方でアメリカやイギリスによるシリア空爆を支持す

るなど、平和を脅かす動きを強めています。

私たち一人一人には出来る事は少ないかもしれませ

んが、 多くの人に訴えることで、平和を守るうねりを

作る事は出来ます。

反核平和の意思をその一歩に託して、走りましょう。

参加者全員で パチリ!

みんなで 素振り

千葉公園～千葉中央公園～千葉市役所～幸町～稲毛海浜公園



３月３１日（土）千葉県総合スポーツセンター

体育館にてバドミントンの混合団体戦が開催さ

れました。

この数年男

女別団体戦の

参加は多かっ

たものの、混

合団体戦の参

加チームが少

なく、今年は

何チーム集ま

るか心配して

いましたが、

受付開始日前からの申し込みがあり、４９チー

ムも集まりました。

今回は東京から１７チーム、埼玉と神奈川か

らそれぞれ３チームの参加があり約半数が千葉

県外からの参加で『関東大会』の様相でした。

昨年実施出来なかった１部は９チーム、２部

１４チーム、３部２６チームでした。

３～４チームの予選リーグの後、１位抜けの

決勝トーナメント戦を行いましたが、今回は１

部と３部は２位チームの中から得失点差で一番

強かったチームも決勝トーナメントに残れるよ

うにしました。このため予選リーグから熱戦が

続き参加チームの中から「予想していたリーグ

戦のイメージがすっかり変わりました。とても

熱い試合が多く、良かったです。また出たいと

思います。」（Ｓｔ．Ｐａｕｌ）「普段出来ない人

達と試合ができて楽しかったです。勉強になり

ました。」（拓大紅陵高校）との感想も聞かれま

した。

特に１部では元国体選手・インターハイ出場

選手など多彩な顔ぶれでした。また、シャトル

がネット上に停止してしまうなどあり得ない光

景も見られました。

３部はチーム数も多く、決勝トーナメントで

もファイナルが続き、午後７時を過ぎても準決

勝の決着が着かない事から会場の都合により優

勝及び第３位を２チームとし、午後８時３０分

にようやく体育館から全員退館することができ

ました。 最後に残った４チームは時間的には

遅くなったものの賞品のジェフグルメ券を分け

合い大いに盛り上がっていました。

高校の大会では男女混合の試合は行われては

いませんが、拓大紅陵高校の４チームを初め有

志で編成した高校生２チームも出場し、仲の良

い試合運びが見られました。

拓大紅陵高校には本部で進行係もお願いしま

した。

試合結果は次の通りでした。

１部 優 勝 アンビシャス（鎌ケ谷市）

準優勝 KIGB (千葉市・稲毛区)

第３位 Ｓｔ．Ｐａｕｌ（松戸市）

２部 優 勝 Freeeeedom（川崎市）

準優勝 東葛西ＢＦ （江戸川区）

第３位 くりぼうず（千葉市・若葉区）

３部 優 勝 ちゃんみおと愉快な仲間たち

（小平市）

同 Number （埼玉県・吉川市）

第３位 FeatherBeat （江戸川区）

同 わかば （千葉市・稲毛区）

「リーグ戦のイメージが変わった」

１部優勝の

アンビシャス

２部優勝の

Freeeeedom

ハイレベルな戦いが展開



競技は楽しい！ 滑りや人生の幅を広げます

今冬開催された平昌オリンピックではスキー・スノーボー

ドの競技もあり、その技・スピードには驚かされるばかりで

した。

試合を目的とする他のスポーツとは違い、スキーでは

一般にはいろいろなゲレンデを滑る事を楽しみとし、競技

をするのは一部の人に限られています。

私自身、競技なんてとても無理、自分とは縁遠いもの

と思っていました。けれど、周囲の人にやってみない？

競技会に出ましょうよとすすめられ、私にもできるのかしら

と、初めてポールレッスンに参加してみました。

まず、初心者の講習では、ハの字のプルークができれ

ば誰でもできると、基本の滑りから教えていただき，何回

か滑った後、実際のコースに入りました。

ポールが立てられ，制限されたコースには自分以外の

人が入ってこないので、周囲に気を配る必要はなく、ポー

ルをどう廻るのかという事にだけ意識を集中できるのです。

教えられた事を忘れずに、自分のペースで滑ればゴー

ルまで行かれ，スピードも自由に出せる。なんて楽しいん

だろう！競技会にも参加してみよう。という事で、戸狩ス

キー場で開催された全国スキー協の競技大会に参加し

ました。

初日は大回転２本、２日目は回転２本を滑ります。滑

る前、どうしよう、大丈夫かなとドキドキしていましたが、小

学生以下の部の参加の選手が立派にプルークで完走す

るのを見て、そうだ、他の人が見ていようが、自分のペー

スで良いんだと思い直し、少し落ち着きました。

初めての競技会なので、①怪我をしない ②コースア

ウトしない ③完走する を目標にしました。タイムは二の

次です。

なんと４本とも目標達成!!

自分の出番が終了後は、他の人のすばらしい滑りを応

援する余裕ができ、楽しい競技大会でした。

競技大会に初参加して、基本の大切さを再確認すると

同時に、競技の楽しさを知ることができました。

そして、その人なりのペースで滑ることで誰でもが競技

に参加できる事が実感できました。

この楽しさを多くの人にも知ってもらいたいと思います。

やってみたいけど・・・・と尻込みしている方、ぜひその一

歩をふみ出してみませんか！又、違う楽しさが待ってい

ます。

（県連盟理事・スキー協議会 東山 千恵子）

４月２３日(月)スポーツ連盟事務所にて第２回常

任理事会が開かれました。

３月２７日から４月２３日までの主な取り組み

（報告）

ランニング リレーマラソンの参加見込み２３８チー

ムになる予定

野 球 関東大会を棄権

バドミントン ４９チームの参加で春季大会開催

テ ニ ス 春季テニス大会を青葉の森で開催

４月３０日協議会総会

ミックスバレー 全国大会予選会を兼ねた大会を

印西市松山下公園体育館で開催。１１チー

ムが参加

卓 球 総会を開催、佐々木事務局次長が挨拶

ス キ ー 総会に向けて準備活動

県連盟の現勢について

・各協議会の登録者数、組織の状況、会費等につい

て報告

・１０競技、約１７０のクラブ、約１３００の会員

・スポーツのひろば購読数は減少中現数１４６部

（購読者数

の拡大を！）

全国理事会（園川理事長参加）

・各理事の役割分担、理事会機構の刷新

主な討議は以下のとおりでした。

１．関東ブロックsportsセミナー参加について

９月１～２日に開催されるスポーツセミナーに千

葉から１０～１５名参加を組織する。

２．各種署名活動について

・3000万署名の依頼説明文について了承

・スノースポーツ選手派遣に関する署名について

は今後も継続して取り組む

・県、市に対する要請署名は500筆を目標に取り組

む

３．財政にについて

各協議会からの入金（予定）状況確認

４．千葉県スポーツ祭典の募集チラシ配布について

作業日（５月１日）と送付先の確認

５．スポーツネット千葉の原稿執筆担当確認

６．連盟事務所のレイアウト変更について

園川理事長、吉川常任理事、佐々木事務局次長

がプロジェクトチームを作り担当

７．全国スポーツ祭典について

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 ユナイテッド フェザーズ

②代表者 田中 正巳

③連絡先（ホームページ・Ｅメール）
http://united.yakiu.com
chibariyo.nankurunaisa@softbank.ne.jp

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）

軟式野球チーム「ユナイテッド フェザーズ」です。チー
ム名の由来ですが「積羽洗舟」という四文字熟語から取
りました。小さなものでもたくさん集まれば大きな力になる
例えで、どんなに軽い（羽毛＝フェザー）でもたくさん集
まれば（団結＝ユナイテッド）舟をも沈めることができる
という意味です。
2011年に結成し7年目を迎えたチームで、新日本スポー
ツ連盟の他、千葉市野球協会・千葉南部リーグ・南総
地区野球同好会に加盟しており年間50試合ほどこなし
ています。
メンバー構成は、選手15名・マネージャー1名。大半は
インターネットでの募集から集まったメンバーです。試合に
勝つことも大事ですが、全員野球で各自が日頃のストレ
ス発散を目的に楽しくプレーし、毎週おいしいビールが飲
めてます。

⑤クラブのアピール（2017年度の抱負等）
今年の目標は「2部昇格」です。2年連続で不戦敗

による大きな1敗により2部昇格を逃しているので今年こ
そは！との思いで1年間頑張ります。
その為にも現在新メンバーを大募集中です。男女問わ
ず、野球・ソフトボール経験者の皆さん、甲子園・プロ野
球・大谷翔平選手に触発されてウズウズしだしていませ
んか？
ご興味のある方はホームページから是非ご連絡下さい。

マネージャーについても大募集中です。スポーツから始ま
る仲間づくりの輪を広げましょう！

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）

野球協議会ではチーム数の減少と球場確保が課題と
なっています。京葉工業地域には球場を所有している企
業が多数あります。このような企業に加盟頂くことにより2
点の問題が解決すると思います。また、その他の協議会
には高校の部活も加盟しております。高校・専門学校・
大学の軟式野球部チームも同様に球場を所有している
可能性が高いので是非勧誘頂きたいです。

毎年リーグ戦で対戦するので、試合以外でも、もう少
し交流の場が増えれば年一度の対戦がもっと楽しくなる
と思いますし事務局との交流が増えれば、審判等にもよ
り協力的になっていくのではないかと思います。

クラブ紹介

ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ
ﾌｪｻﾞｰｽﾞ

野球



SPORTS CALENDAR

３日（日）野球協議会リーグ戦
１０日（日）野球協議会リーグ戦
１５日（金）ウオーキング例会
１６日（土）第３７回春季テニス大会（チーム対抗）
１７日（日）野球協議会リーグ戦

県スキー協議会総会
２４日（日）スポーツ祭典・関東ブロック予選

野球協議会リーグ戦
２７日（水）ペアマッチ卓球大会

第２回県連盟理事会 ２９日（金）
全国卓球協議会総会 １０日（日）

３日（祭）第３７回春季テニス大会
野球協議会リーグ戦

４日（金）野球協議会リーグ戦
５日（土）第３７回春季テニス大会（チーム対抗）
６日（日）野球協議会リーグ戦

１３日（日）野球協議会リーグ戦
第３７回春季テニス大会

１７日（木）卓球協卓球教室
１８日（金）ウォーキング例会

１９日（土）第３３回シニアテニス大会
２０日（日）野球協議会リーグ戦

第１６回青葉の森リレーマラソン
２６日（日）第３７回春季テニス大会
２７日（日）野球協議会リーグ戦

５月 ６月

米大リーグでの大谷 翔平選手（アナハイム・エンジェ
ルズ）の活躍には誰もがビックリ！オープン戦では一割
台の打率、本業？のピッチングでも登板のたびに滅多
打ちにあっていた事から口うるさい評論家諸氏からは
「球団は高い買い物をした。日本に帰った方がいいのか
も！」と散々なものだったが、シーズンインしたとたん、打
者としては日本人選手では松井秀喜選手（ニューヨー
ク・ヤンキース）以来という三試合連続ホームラン。投
手としてはバッタバッタと三振をとり、早くも開幕早々2勝
目をあげ、このまま行けば投手として20勝、バッターとし
て20本のホームラン間違いないという声も上がっている。
まさに海の向こうでも二刀流健在！といえる活躍を見せ
ている。
彼がグラウンドに姿を見せると球場は「ショウ・（翔）タ
イム」に早変わり。現地での評価もうなぎ登り！大谷グッ
ズは飛ぶように売れ、ショップのオーナーも彼に足を向け
ては寝れないという！特に女性ファンはぞっこんだとか！
まさに手のひら返しの評価である。ある日本人評論家

は「日本での活躍を見れば大リーグでの活躍はある程
度予想されたがこれほどとは思わなかった」いったい評論
家という専門家？はどこを見ているのか！と疑いたくなる。
この原動力はどこから来ているのだろう！彼が持ってい
る適応力なのか？それとも潜在能力か？ 彼は高校時
代、卒業したら大リーグに行きたいと強く希望していたが、
2012年のドラフト会議で北海道日本ハムから1位指名
を受け、栗山監督は二刀流の受入を条件に同球団に
入団を要請。入団後は順調に成長を遂げ，ついに小
さい時からの夢を叶えた。
もし、彼が当時そのまま大リーグに入っていたら今の活
躍が想像できただろうか？日本ハム時代の5年間は決
して無駄ではなかったのではないか？人を育てることに
対しては、とかく促成栽培的傾向に走る今の世相を思
うと大谷選手の活躍はじっくり育てる事の重要性を感じ
たしだい。
シーズンオフの大谷選手の
姿を想像すると今から楽しみ！

二刀流は海の向こうでも健在！
～～大谷選手の活躍の裏には！～～


