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駅を抜ける目ぬき通りではしっかりと反核を
アピール。
千葉市役所・団地街を抜け、渋滞中の車に
反核を呼びかけながら途中休憩を入れながら
約 10kmの行程を全員走り抜き 12時過ぎに終点
の稲毛海浜公園に到着。
←完走後のビール
は格別

連日 38度越えが続き危険を伴う暑さもあり、
果たして何人集まるか心配された今年の反核マ
ラソン。
7月 15日 は朝からうだるような暑さの元、集
合場所の千葉公園に集まった 10人のピースラン
ナー、中には反核マラソンは生きてる証と豪語
するおばちゃん、今年は走りきれるかしら？と
心配するお母さんランナー、はたまたなんの根
拠もなく大丈夫！と声高にのたまうランナー、
それぞれの思惑を持ってスタッフ 5 名の皆さん
と臨んだ第 18回千葉・反核平和マラソンでした。
スタート
前平和行進
の皆さんと
エール交換。
勇躍走り
出したもの
の、やはり
尋常でない
暑さが効い
たのか当初予定していたコースをショートカッ
ト。伴走車とはぐれる場面もあったものの千葉

歩道をのんびりと
マイペースで ↓

反省会ではやはり
ランナーの高齢化と
運動の広がりをどう
するかが今後の課題
として残りました。
７月２４日に開かれた総括会議では、参加者
を増やす取り組みとして、
①青葉の森リレーマラソンの記録集を配布する
際に、お誘いの文をリレーマラソン参加者に
配布する
②走れない・走るのが苦手な人のために、自転
車で伴走する「チャリンコ隊」を作る
③行政から激励のメッセージをいただくために、
要請文書を提出する
④伴走車と離れて走る時のＢＧＭ・アナウンス
のために、携帯用スピーカーを装備する
ことなどが話され、来年に向け、意気高く取り
組むことが確認されました。

２人で参加し、シングルスとダブルスの両方
が楽しめる（ダブルス１、シングルス２）ペア
マッチは「２人の団体戦」と呼ばれたくさん試
合ができると好評です。
千葉県卓球協議会でも４年ほど前に行ったこ
とがありましたが、６月２７日（木）千葉公園
体育館にて久しぶりに『平日ペアマッチ大会』
を開催しました。
《２名の団体戦》は既存の卓球組織では考えられなかった
新日本スポーツ連盟ならではの「選手が主人公」
・
「楽しい
団体戦」として東京卓球協議会が考案した団体戦の試合形
式です。

開催の前は空調設備が不十分な会場なので熱
中症の心配をしましたが、平日と言う事もあり
参加チームは男子１４ペア、女子４４ペアと比
較的多くない事が幸いし、会場の温度もさほど
厳しくなく、無事全試合を楽しくやりきる事が
出来ました。
男子はＡ～Ｂの２ブロックで、女子はＡ～Ｈ
の８ブロックで、５～７チームのリーグ戦を行
いました。 どのリーグも接戦が続き、男子Ｂ
ブロックでは４勝２敗が３チーム。３位と４位
ではマッチ数も同じでゲーム数の得失点差０．
７で決まったほか（３位船橋卓友会②益子・渡
辺組、４位帝京大・千葉大新倉・板倉組）、女
子Ｆブロックでは習志野ﾞシューダ③矢沢・片
山組対ドロップ①の支倉・田中組はマッチ数、
ゲーム数とも同じ（得失点１．３８）で遂にジャ
ンケン勝負となりました。
（１位は習志野シュー
ダ③、２位はドロップ①）
参加した選手からは「いろんな人達と試合が
出来て良かった。特に終わった後お互いに教え
合ったりしている姿が良かった」（日野さん）。
「ペアマッチは初めて参加させて頂きました。
暑い中何とか最後まで試合が出来て良かったで
す」（坂本さん）。「ダブルスの練習で参加しま
した。優勝出来て良かったです。でも暑かった
ですね」
（浦部さん）と好評でした。
試合結果は以下の通りでした。

男子Ａブロック 優勝 ＦＣＣ （小手・河村組）
Ｂブロック 優勝 ぴんぽんず（鈴木・林組）
女子Ａブロック 優勝 大網ｸﾗﾌﾞ（手島・坂本組）
Ｂブロック 優勝
幸② （浦部・紺野組）
Ｃブロック 優勝 ﾌﾘｰﾀﾞﾑ③（今井・広瀬組）
Ｄブロック 優勝 ﾗﾍﾞﾝﾀﾞｰ①（組山・柴田組）
Ｅブロック優勝 習志野ｼｭｰﾀﾞ②（杉本・横浜組）
Ｆブロック優勝習習志野ｼｭｰﾀﾞ③（矢沢・片山組）
Ｇブロック 優勝
ＫＴＣ （竹内・飯島組)
Ｈブロック 優勝
白樺
（西村・宇井組）
女子Ａブロック優勝
大網ｸﾗﾌﾞ
（手島・坂本組）

女子 B ブロ ッ ク 優勝
幸②
（浦部・紺野組）

女子 G ブ ロ ッ ク優 勝
ＫＴＣ
（竹内・飯島組）

女 子 H ブ ロ ック 優 勝
白樺
（西村・宇井組）

千葉県ウォーキング協議会・６月例会報告

大房岬自然公園ウォーキング（南房総市）

6月 15日、青空の下、大房岬自然公園ウォー
キングを実施。
二人の新会員を迎え、１４名で元気に出発。
車３台に分乗し、モノレールスポーツセンター
駅を８時半出発しました。館山自動車道を穴川
インターから一路富浦インターまで走り、一気
に、大房岬の高台まであがりました。車で２時
間、大房インフォメーションに駐車。
この大房岬は館山湾と富浦湾を分けていて、
丁度、左手の人差し指を曲げたような形で富浦
湾を抱え込むように守っています。この岬のお
陰で、富浦海岸の海は内房でも屈指の穏やかさ
が守られています。
上から富浦湾を眺めながら散策を開始しまし
た。
穏やかな海と空の景色に囲まれて

屋根の下で一休み

今は自然公園として、「少年自
然の家」
「リゾートホテル」
「自然ハイキングコー
ス」
「キャンプ場」が設備され、市民の自然体験
公園として親しまれています。
当日も、市民のハイカーや小学生の林間学校
の子供たちが水鉄砲ごっこで遊んだり、カレー
ライスづくりで楽しんだりしていました。
我々は、第一展望台を拠点にして、第２展望
台や海岸までのウォーキングを楽しみました。
往復２キロの坂道を下ると、素晴らしい海が
広がりました。気持ちのいい海風とすがすがし
い森の風を堪能した散策でした。

風を感じて・・・

また大房岬には第２次世界大戦中、東京湾を
アメリカ軍の侵入から防ぐための、弾薬庫、砲
台、発電施設、司令部、人間魚雷「回天」発射
口などの軍事施設が保存されている国定公園で
もあります。岬からは東京湾が一望でき、軍事
上の重要な場所であったことが伺われます。
日傘は重要なアイテムです

次回は木漏れ日の里を拠点にしてソーメン・
天ぷらパーティと「東金ロマンチック古道散策
を計画しています。
問い合わせは
☎０４３－２５６－７８４４
日野まで連絡してください。

常任理事会報告
主な討議は以下のとおりでした。
７月２３日 ( 月 ) 新日本スポーツ連盟千葉県連盟事

１．関東ブロック

務所において、第５回常任理事会が開かれました。
６月１４日から７月２３日までの主な取り組み。
（報告）

（９・１，２

神奈川）の参加確認

２．組織拡大強化について
・各協議会の活動充実・強化

ランニング：７月15日

反核平和マラソン

炎天下の中実施。
ウォーキング：６月15日

大房岬自然公園実施

止に
球：６月27日

ペアマッチ大会（公園体育館）
（ポートアリーナ）
船橋地域協議会で初中級大会

テニス：７月16日シニア大会（青葉の森）

21・22日祭典チーム戦（県スポーツセンター）
野

球：リーグ戦実施中（６月～１１月）

空

手：７月８日

スキー：６月17日

役員打合せ
第４回総会（船橋・道祖会館）

全国テニス協理事会6月30日7月1日（冨田理事）参加
関東ブロック会議 6月 19日（神奈川）金子事務局長・
佐々木次長 出席
第２回理事会

作成

・スポーツネットちばの原稿執筆確認
３．財政について
・各協議会からの入金、夏季募金の取り組み状況

７月16日祭典団体戦全国予選会
７月７日

・ひろば誌の宣伝拡大
・県連盟紹介リーフレット

７・８月は猛暑のため健康を考え中
卓

スポーツセミナー

６月２９日

確認。
４．その他
・広島平和集会

金子・佐々木・石原（卓球協議

会役員） ３名参加
・西日本災害義援金の要請（全国連盟）について
祭典期間中（２０１９年２月）迄の取り組みと
して位置づける
日本赤十字は通さずに、直接現地のスポーツ連
盟に送金し、被災したスポーツ連盟会員のため
に使ってもらう。
・千葉県連盟の事務所整備ついて（黒川ビル内で
の移転についても検討する）
（常任理事

竹村

記）

「なんでどうして？」
昔からのルールだからと言われても・・・？
すが・・・・・。
意地悪な言い方かもしれませんが、絶対サウスポーが
「卓球」→「Table・Tennis」文字通り台上テニスです。
では、テニスはサーブ毎にサイドを変更して行います。
卓球は変更しませんよね。どこからでもＯＫです。

有利な競技種目が卓球のダブルスではないでしょうか？
テニスと同じようにサイドをサービス毎に変更すれば利
き腕左・右の有利性もなく、公平にプレーできるのでは・・・。

しかし、ダブルスのサービス時、なぜ卓球ではサイドを

卓球ルールに精通されている卓球博士のどなたか、こ

変えないのでしょうか？明確な理由が判りません。もちろ

の不条理なルールの根拠を教えてもらえませんでしょう

ん、卓球では交互に打球するのがルールで、そこは同じ

か？

人が何度打っても良い、テニス、バドミントン等の競技と
は明らかに違っています。
でも、ゲーム開始はサービスから始まるのですから、卓
球でもサービスサイドを変えることは問題ないと思うので

（県連盟理事・卓球協議会

山口 順）

クラブ 紹介

検見川浜の風
テニス
① クラブ（チーム）名 〔 検見川の風 〕
② 代表者 〔 庄野 嘉高 〕
③連絡先
〒261-0012 千葉市美浜区磯辺

⑤ クラブのアッピール（１８年度の抱負等）

メール：shouno700@gmail.com

平均年齢５０代で、新日本スポーツ連盟の若いテニ
スチームの皆さんには、とても敵いませんので、年齢別の

④チームの概要

大会で良い成績を残せるように頑張りたいです。

20年以上前に検見川浜でウインドサーフィンを楽しん

今後は、暑い時期は避暑地で、それ以外の時期は白

でいた仲間の一部がマラソンを始め、そのうちの何名かが
テニスを熱心に楽しむようになり、地元（千葉市美浜区

子や近隣で朝から晩まで時間の許す限りテニス練習を
行い、腕を磨きたいと考えています。

磯辺）の町内のテニス仲間を巻き込んでチームを発足

いくつになっても練習は裏切らないという言葉を信じた

させました。

い。

その後は、テニスコートやテニススクール等、何かの縁で
知り合いになったメンバーが加入しています。

⑥その他

登録するクラブ名は発足のきっかけとなった浜辺の名前 （スポーツに関する情報・スポーツ連盟に期待すること等）
（検見川浜）と昔、ウインドサーフィンで遊んでいたので、
検見川浜の風としました。

テニス大会を数多く企画してくれて感謝しています。
大会毎に参加チーム数が多かったり少なかったりと運

チームの特徴は50代が仲良く楽しく活動しています。

営の方は大変だと思いますが、今後も同じように大会の

練習場所は千葉市の稲毛海浜コートを抽選で確保し

主催を継続していただけると気軽に試合を楽しめて嬉し

て、土日祝の 9時から13時までをメインに練習しています。 いです。
現在、火曜日の夕方だけですが、千葉市美浜区北

受付チーム数の制限、団体戦はチーム単位での一律

磯辺公園のテニスコートが確保出来ています。平日とい

の参加費など、2018年度の総会で改善しており、現時

うこともあり、参加メンバーが少ないので火曜日にテニス

点では更なる要望はありません。

が出来る方は連絡ください。お待ちしています。メンバー
数は男性 13名、女性 7名で 50代が一番多いメンバー
構成となっています。

参加者の立場に立った運用ルールですばらしいと思い
ます。
強いて要望をあげるとすれば、 大会すべて、メール、ま
たはHPからの申し込みとし、参加費は当日徴収するよう
にしていただけるとエントリーが楽になりチーム幹事は助か
ります。

スポーツのひろばを

購読しましょう

スポーツ連盟の活動から最近のスポーツ
科学まで、生涯スポーツに役立つ情報を発
信しています。
年間購読料3,600円（年10回発行）
申込み

千葉県連盟 043(287)7353へ

SPORTS CALENDAR
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
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（スカイブ会議） 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）

ビデオ判定花盛り
サッカー・野球・ラグビーetc（ ＾ω＾）・・・

９月
２日（日）野球協議会リーグ戦
９日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会・
（チーム対抗）
１５日（土）祭典・テニス大会（混合ダブルス）
１６日（日）祭典・テニス大会（チーム対抗）
１７日（月）野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会（壮年男子シングルス）
祭典・テニス大会（壮年女子ダブルス）
２１日（金）ウオーキング例会
２２日（土）祭典・バレーボール大会（全国予選会）
祭典・テニス大会（新・チーム対抗）
２３日（日）野球協議会リーグ戦
２４日（月）祭典・卓球大会・ダブルス戦
祭典・テニス大会（男女シングルス）
３０日（日）祭典・テニス大会（チーム対抗）
サッカー協議会・年間リーグ戦
関東ブロックセミナー
全国スキー協サマーセミナー

１・２日（神奈川県）
８・９日（新潟県）

塁プレー等、リプレー検証を求めた場合その都度試合
は止まりますが白黒ははっきりします。

先のサッカー・ワールドカップロシア大会で初めて導入

今シーズンビデオ判定を求めたチームで成功率が一

されたＶＡＲ（ビデオアシスタントレフリー）。導入した

番高かったチームは緒方監督率いる広島東洋カープ。

結果は、今までの大会よりも判定が覆ることが多くなり、

今後とも益々多くなる傾向にあります。大相撲でも、

過去最高だった南アフリカ大会と比べると43％も高くなっ

最近は物言いがつく一番では、まずはビデオを見て判

たと言います。（7月16日放映ＴＶ朝日報道ステー

定を下す場面が多く見受けられます。ファンへのアンケー

ションによる）

トでも概ね肯定的にとらえている数字が残されています。

確かに選手の中にはペナルテイエリア内でペナルテイ
キックを得るために相手選手に接触しただけでわざと大

しかし、審判の精度は上がったとしてもそれほど精密
に判断すべきものでしょうか？

げさに倒れたり、単なる接触での転倒でも痛そうにふる

スポーツにおける審判の判定はルールに則り厳正に

まう仕草など批判されるべき場面が多々見受けられま

行うべきだとは思いますが、それほどまでに精密さを求

す。

めなければいけないものなのでしょうか？

サッカー以外でもビデオ判定が花盛りですね。プロ野

審判といえども人間です。ある程度ミスが伴うことは

球では今シーズンから導入されたリプレー検証(リクエス

避けられません。誤審は避けられないものと受け止め、

ト)。米大リーグでは2014年から導入されています。監

明らかな反則は厳しく対応す

督がその権利を行使し、9回までに2回、延長で1回、

べきですがある程度幅があっ

審判の判定が映像確認で覆った場合は回数が減らな

てもいいのではないかと筆者

いと言います。本塁でのクロスプレー、ホームラン性の

は思います。読者諸兄はいか

当たり、一塁に駆け込む際のアウト・セーフの判断、盗

がお考えか？

