SPORTS CALENDAR
７月
１日（日）野球協議会リーグ戦
８日（日）野球協議会リーグ戦
１５日（日）野球協議会リーグ戦
反核・平和マラソン
空手協議会・合同練習会
サッカー協議会・年間リーグ戦
１６日（祝）祭典・卓球大会・団体戦）
野球協議会リーグ戦
シニアテニス大会
２０日（金）ウオーキング協議会例会
２１日（土）祭典・テニス大会（チーム対抗）
２２日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会（男・女ダブルス）
２９日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協議会・年間リーグ戦

真のスポーツマンシップとは？
たった一つの楕円形のボールを屈強な男たちが追い
かけるスポーツ、アメリカンフットボール！

８月
４日（土）祭典・テニス大会（男女シングルス）
５日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協議会・年間リーグ戦
１２日（日）野球協議会リーグ戦
ミックスバレー交流大会
サッカー協議会・年間リーグ戦
１７日（日）ウオーキング例会
１８日（土）祭典・バドミントン大会（個人戦）
祭典・テニス大会（チーム対抗）
１９日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・卓球大会（個人戦）全国予選・オープン
祭典・テニス大会（壮年男子ダブルス）
祭典・テニス大会・全国予選会（壮年女子ダブルス）
２５日（土）祭典・テニス大会・全国予選会（男子ダブルス）
２６日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会・全国予選会（女子ダブルス）

サッカー協議会・年間リーグ戦
全国理事会（スカイブ）
８月２５日・２６日
全国祭典・バドミントン大会 ８月１８日・１９日（団体戦）

記者会見に臨み、なぜあのような行為に及んだかを理
路整然と語ってくれました。
多くの人はまさに真実を吐露したと感じたことでしょう。
また、被害者の選手は復帰した大会で加害を加えた選

このスポーツが生まれたアメリカでは国民的スポーツと

手に「またグランドに戻って欲しい。ル－ルに則って正々

して大リーグ野球を上回る人気があり米国中が熱狂す

堂々とプレーしたい」と述べたことに正にスポーツマンシッ

るという。

プを感じた人も多いのではないでしょうか？

攻撃と防御がはっきりと分かれ、4回の攻撃で10ヤー

一方、悪質タックルを行うよう指示したと言われる監

ドの距離を得れば引き続き攻撃ができる、得られないと

督・コーチは、口を揃えて「そのような指示はしていない」

その立場が逆転する。早い話が陣取りゲーム。紳士の

と選手とは全く正反対の説明。一体どちらが真実を述

国イギリスで生まれたラグビーはたった一人の審判が試

べているは火を見るより明らかではないでしょうか？

合を進めるが、アメフトは多くの審判があらゆる角度から

悪質タックル事件から見えるものは真のスポーツマンシッ

判定を行うという。アメリカ人好みの「がちがち」のルール

プとは何かをスポーツに携わる私たちに考えさせてくれる

で固められた印象があります。

いい機会となりました。

選手達が身に着ける防具も見るからに堅く、体格も大

新日本スポーツ連盟は、スポーツはお互いを尊重しな

男ぞろい。あのようなフル装備でタックルを受けたら、やわ

いと試合は成立しないという「フェアプレー精神」を謳って

な一般人はとても耐えられるとは思えません。そんなスポー

います。今後と もこの精神を

ツで起こったルール違反の悪質タックル事件は一大学の

生かす努力を怠らないように

問題に収まらず、スポーツ界全体を揺るがす一大問題

したいものです。

に発展しました。
渦中の悪質タックルを実行した選手は、たった一人で
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2018年度最初の大会が春季テニス大会です。

女 Sも総当たりで１セットマッチ（ 6－ 6タイ
ブレーク）方式で行いました。
なのはな大会で女 S参加者が増えたので期待
したのですがシングルスの楽しさを知ってもら
い、もう少し増えると良いなあと思いました。

女Ｓ優勝

御園

泉さん

中園・加藤ペア

女子ダブルス

例年通り沢山の参加ペアで幕開けでした。６
ゲーム先取・ノーアド方式でリーグ
戦後４トーナメントに分かれて同じレベルの熱
戦が繰り広げられました。
１位トーナメント決勝戦は逆転６－５で中園・
安藤ペアが優勝！見応えのある試合でした。
中園・安藤ペア

男Ｓ優勝

鈴木勇人さん

混合ダブルス
例年より少ない参加者で寂しい大会になって
しまいました。優勝の女子中園さんは女 W も優
勝、２種目制覇です。
試合方法はリーグ戦後１・２位トーナメント、
６ゲーム先取で行いました。
男子ダブルス

男・女子シングルス

参加が少なかった為、男Sは総当たりで８ゲー
ムプロセット（ 8－ 8タイブレーク）方式で行い
ました。
皆さんの感想は疲れたけれどたっぷり堪能で
きて良かったとのことでした。

参加２ 7 ペアは例年になく多く、これからも
増加してくれると嬉しいです。
中級者が増えると良いのですが？如何でしょ
うか？試合方法なリーグ戦後 1・ 2位トーナメン
ト、1セットマッチで行いました。
春季大会無事終了です！！

三浦・野方ペア

37チームが参戦
第 52 回全国軟式野球千葉県大会は 2 月 17 日
（土）スポーツ科学センターにおいて千葉県野
球協議会の総会並びにキャプテン会議が開催さ
れ、 37チームの参加登録により、 3月 11日開幕
を迎えました。
今年度は、例年以上に市内野球施設の確保が
困難でした。
その原因としては、千葉県総合スポーツセン
ター（天台）野球場が 8月半ばより 1年半にわた
る耐震リニューアル工事が行われることや、ソ
フトボール世界大会が千葉県開催となったこと
の影響で天台軟式・青葉の森・稲毛海浜・千葉
公園等の球場予約が、昨年までとは比べものに
ならないほど一般利用枠が激減したためでした。
そのような状況の中、少なくないチーム代表
ではありますが「市内から遠い」と言った不満
者の皆さんがインターネットなどを利用し球場
の声も寄せられています。
球場確保に協力してもらえるチームも
しかし、年間 10試合保証の約束を守るために
は、みなさまのご理解と協力も必要ではないか
確保に動いていただきました。参加チームの皆
と考えております。
さんに代わって感謝申し上げます。
こうして確保した球場が、佐倉市や茂原市、
オリ・パラの影響は
白井市などやや遠方にあることから、一部の方
球場確保については、2020年東京オリンピッ
ク・パラリンピックを迎え一般市民の公的施設
の開放がどのよう位置づけられるのか、まだま
だ不透明な部分も多く、野球協議会だけでなく、
新日本スポーツ連盟千葉県連盟としても注目し
ていかなくてはならないと感じております。
最後に昨年 1部リーグ 2位決勝トーナメントプ
レイオフで勝利し見事千葉県優勝し主管地代表
として千葉県開催の全国大会に出場したカンダ
事務機ヘリオスがチームの都合により休部とな
り、残念ながら途中不参加となりました。

新しいチームも参戦
一方、数年前より選抜大会に参加のＫ 'ｓチー
ムが新たにリーグ戦にも初参加してくださり，
頑張ってくれています。選手層も厚く，若いメ
ンバーのそろった魅力ある楽しみなチームです。
（県野球協理事長 田久保記）

＊紙面の関係で、成績表が一部二部のみとなってしましました

クラブ紹介

福井電機
野

球

① クラブ（チーム）名 〔 福井電機 〕
② 代表者 〔 松岡 法和 〕
③連絡先
〒260-8524 千葉市中央区問屋町16-3
電話

（043-241-6221）

HP：
http://www.fukuidenki.co.jp/index.html

（バッターは13番 稲田選手）
野球未経験者でもウェルカムです。
練習は月に1回を目標に取組んでおりますが、日常業
務に追われ、中々実施出来ていないのが現状です。
チームの特徴と致しましては左、右の投手を中心にゲー
ムを作り、むらっけのある打線で勝利を得るというスタイル
です。
会社のチームなので野球部としての懇親会等はシーズ
ン終了後の打ち上げを行っています。
以前はゴルフコンペを企画したこともありました。

④チームの概要
名前の由来は所属している会社の名称通りです。
会社の創立は1946年で 72年目を迎えます。野球部の
創立は約 30年前となり、千葉県野球協議会の中でも
古株です。 部員は監督含め 19名。全員が福井電機
の社員で、８割の選手が県内の大学、高校を卒業し

⑤ クラブのアッピール（１８年度の抱負等）
今シーズンは現在３勝2敗なので１８年度の抱負は

新卒入社後に入部いたします。
２０代も３名いますが、30代半ばからの選手多くいま

１部残留、トーナメントではベスト４を

す。 40代の選手います。 平均年齢も高くなって来てい

目標に頑張ります。

るので、バリバリの若手社員を待ち望んでおります。

千葉公園～千葉中央公園～千葉市役所～幸町～稲毛海浜公園
ノーベル平和賞を受賞した国際平和団体『ＩＣＡＮ』 んが、 多くの人に訴えることで、平和を守るうねりを
メンバーとの面会を拒絶した被爆国日本の安倍首相は、 作る事は出来ます。
一方でアメリカやイギリスによるシリア空爆を支持す

反核平和の意思をその一歩に託して、走りましょう。

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

朝９：４５に「蓮華亭」付近にお集まりください

ワールドカップロシア大会でコロンビアに勝
ち、セネガルに勝つことができれば決勝トーナ
メントにいけるという６月２４日（日）、千葉県
サッカー協議会の年間リーグ戦が、朝から小雨
がチラホラ降りながらも曇り空の中、青葉の森
競技場で開幕しました。
今シーズンの登録チームは「エムドリ」
「ワイ
ルドマジョ―ラ」「リベルタ」「パルテスール」
「ＨＥＬＬＣＡＴＳ」と昨年より少なくなりまし
たが、スポーツ連盟の趣旨を理解している経験
豊かなベテラン ５チームの登録となりました。
大会名は第 54回千葉県スポーツ祭典サッカー
大会・年間リーグとし、前期 4試合、後期 4試合
を計画しています。
チーム

エムドリ

開幕戦の第一試合は高校時代全国大会にも参
加した選手を擁するエムドリと高校・大学と部
活経験者を主に構成されたワイルドマジョ―ラ
との試合でエムドリのキックで試合が開始。
前半はエムドリが優勢に試合を進めましたが、
ワイルドマジョ―ラの頑張りで一進一退の展開。
14分にエムドリがゴール前の混戦から 11番が
シュートを放ち1点を先取しました。
その後ワイルドマジョ―ラがシュートを打つ
もエムドリのキーパーに阻まれ得点ならず前半
は１対０でエムドリ。
後半 3分、エムドリ 7番がペナルティエリア外
からシュートが入り 2点目。その後 6分と 27分に
も得点を重ね 4対 0でエムドリが 1 戦目を勝ち取
りました。
第二試合は若い選手が比較的多いリベルタ対
パルテスールの試合。リベルタ先攻でゲームが
開始されました。
リベルタが押し気味ながら両チームのキーパー
の堅い守りで得点出来なかったものの、前半終

チーム

ワイルドマジョーラ

了間際リベルタ河野選手がコーナキックからの
ゴール前の攻防からシュートを決め先制。
後半はパルテスールが押し気味に試合を展開。
６分パルテスールの佐藤選手がリベルタのバッ
クスラインを破りシュートを放ち 1点を入れ 1対
1の同点。その後 10分・ 11分とパルテスールが
得点し1対3。
しかしリベルタも負けじと 20分・ 21分と得点
を重ね 3対 3。こうなると両チームとも熱が入り
接戦、一時“睨みあい”も。
終了 2 分前にパルテスール 24 番がシュートを
決め 4対 3でパルテスールがリーグ戦の初戦を飾
りました。
次の試合は 7 月 15 日（日）稲毛海浜公園で、
続いて 7 月 29日（日）に青葉の森でいずれも午
前中に開催する予定になっています。
今後共千葉県サッカー協議会への応援を宜し
くお願い致します。
チーム

チーム

パルテスール

リベルタ

理事会報告

【討議事項】
①

６月２９日 ( 金 )穴川コミュニティーセンター３階

事から予算、工程などの提案があり、特別基金の
支出について了承されました。

会議室にて第２回理事会が開かれました。
３月２５日の総会以降の主な取り組み（報告）と

事務所のレイアウト変更について、吉川常任理

②

組織拡大については、卓球、スキー、テニスな

連盟組織の拡大、事務所改装、署名の取り組みなど

どの協議会での取り組みが報告され、行事を取り

について討議を行いました。

組むこと、会員の要求に根ざした創意工夫ある行
事を取り組み、倦まずたゆまず働きかけていくこ

初めに園川理事長が、サッカーワールドカップ・

との大切さを参加者一同再認識しました。

組織拡大・事務所リニューアルなどについてふれな

また、千葉県連盟独自のパンフレットを作成し、

がら開会の挨拶を行いました。
活動報告は、金子事務局長が、各協議会の総会や

組織拡大のアイテムとして活用する事も討議され、

リレーマラソンなどの大きな行事についてふれなが
ら報告しました。

たたき台が佐々木事務局次長から示されました。
③

ひろば誌の拡大では、
「いつも持ち歩いて声かけ

なかでも、
「ミックスバレーボール協議会」
「ウォー

をする」という取り組みが紹介され、金子事務局

キング協議会」設立の報告は参加者に大きな勇気を

長が茨城の卓球大会を主催していく中で関係を深

与えてくれました。

め購読いただいた事例なども紹介されました。

組織状況について、現状１２１０名に対し１６０
０名を目標とすることや昨年度より減少した原因が
市原・かずさの卓球連絡会の離脱にあることなどが
報告されました。
全国連盟関連では、園川理事長が「ひろば誌」の

④その他
・第５５回のスポーツ祭典からはウォーキングを
種目として入れていく。
・財政としては例年どおりに推移しているがスキー、
バレーボールからの分担金が未納

副編集長になったこと、今後公共施設についての調

・県・市宛の署名を１０月迄に集約する

査が行われることなどが報告されました。

・関東ブロックスポーツセミナー （佐々木記）

れる井口野球を期待したい。
ＮＬＢは交流戦が終了した。セリーグ最下位の

新日本スポーツ連盟千葉県野

ヤクルトが強豪ひしめくパリーグを抑え勝率第１

球協議会のリーグ戦は開幕から

位に輝いた。小川監督の采配が短期間に集約され

４か月が経過した。８月に千葉県で開催されるソ

た誰もが驚く快挙である。

フトの世界大会の影響を受け、千葉市内でのグラ

一方、他のセリーグチームはことごとく打ち負

ンド確保が非常に困難となっている。チームの奮

かされ、首位の広島を除き勝率５割を切る惨敗ぶ

闘により長南町・長生村・睦沢町など少し遠方に

りである。逆にパリーグは監督交代があった楽天

なるがグランドを確保しなんとか試合を行ってい

以外は勝率５割を超えている。大きく崩れない限

る。チーム選手の皆さんにはご協力を頂き感謝し

りどのチームにも優勝・ＣＳに進出できる可能性

ているところである。

を秘めている。今後の展開が楽しみである。

一部は全勝チームがなく、また、昨年優勝のカ

交流戦で精彩を欠いたセリーグ首位広島は交流

ンダ事務機が選手の転勤などでチーム編成が困難

戦後、投打がかみ合い打ち勝つ野球を展開してい

で休部となり混沌としている。二部は京葉スター

る。どこまで突っ走るのか、どのチームが立ちふ

ズが突っ走り、三部は新規加入のＫ´ｓが全勝と

さがるのか？目が離せない状況となっている。

好調である。このまま順調に試合をでき、９月に

地元ロッテも交流戦で踏ん張り、石川投手が好
調で５位ながら勝率５割を超えている。投手はそ
れなりに踏ん張っているので打線の奮闘・点の取

は千葉県代表チームが決定できるよう願うのみで
ある。
（県連盟理事・野球協議会

脇村元夫）

