
11月17日～18日岩手県奥州市で開催される第32

回全国スポーツ祭典卓球大会・一般の部と、来年3

月29日～31日岡山県総社市で開催される年代別の

部の出場権を懸けた第54回千葉県スポーツ祭典卓球

大会が何れも千葉ポートアリーナ（メイン）で開催

されました。

団体戦については7月16日（日）連日の猛暑の中

で開催。男子26チーム、女子17チームが参加しま

した。

各種競技の世界大会も行える千葉ポートアリーナ

が会場での開催でしたが、昨年より参加チームが減

少したことで、改めて会場の広さを再確認すると共

に、来年はもっと多くの参加を頂ける様、努力しな

ければならないと思ったのは私だけではなかったこ

とでしょう。

出場選手が少なかったのに反比例して、一般の部・

年代別の部とも各カテゴリーは手に汗握る熱戦の連

続でした。特に私が審判の手伝いをした一般男子決

勝の｢ＴＲＦ対キャベツ太郎戦｣は一球一球の行き詰

まる展開とプレーヤーの技術と気迫の攻防に役目を

忘れるほどの試合内容でした。今年も予選会と共に

オープン大会も開催。男子22チーム、女子27チー

ムが参加しランク別のリーグ戦を行いました。こち

らは親睦と交

流を兼ねた試

合でしたが全

国大会出場チー

ムも参加して

いるためかな

りのハイレベ

ルの試合が続

きました。

個人戦につ

いては、8月

1 9 日 （ 日 ）

に開催。予選

会には、男子

97名、女子

32名の合計

129名が参加。

オープン大会

には男子 7 2

名、女子77名の計149名が参加。個人戦は例年より

多くの参加者がありました。オープン大会は７名～

８名でのリーグ戦を行い、涼しい中で沢山試合が出

来たと好評でした。卓球台は団体戦では、40台で済

ませられたのですが、個人戦はサブアリーナからも

45台を運び配置しました。

全国大会出場チームと個人は以下の通りです。

（山口 順） 記

（年代別の出場についてはホームページ等でご確認

ください）

【団体戦】

一般男子 ①ＴＲＦ ②キャベツ太郎

③ＳＨＡＮ ＱＵＥ ④赤翔馬Ｂ

一般女子 ①赤翔馬 ②ヤックル

【個人戦】

一般男子 ①佐藤公徳（赤翔馬）

②山口文康（WRM）③立石佑真（ＪＦＥｸﾗﾌﾞ）

④木本学（赤翔馬） ⑤齋藤孟（赤翔馬）

⑥豊島悠輝（赤翔馬）⑦張健 雄（ＪＦＥｸﾗﾌﾞ）

一般女子 ①本村美帆（赤翔馬）

②大浦有珠（赤翔馬） 推薦 ③楠原憧子（赤翔馬）
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大会前日にドタキャンチームの報告があり、

運営委員長が急遽対戦表を修正。一部のチーム

には連チャンの試合が続くこととなりましたが、

お盆に入った8月12日（日）合計7チームの参加

で初の会場となる「磯辺スポーツセンター・体

育館」での交流大会が行われました。

当日の気温は連日続く「危険を伴う暑さ」で

はないものの、湿気が高く、おまけに大会運営

上体育館の中はドアを閉めて行うことから風通

しも悪く選手・スタッフも汗をダラダラ流しな

がらの試合を強いられましたが、そこは若さ？

を誇る各チーム！文字通り「手に汗を握る試合

展開」を見せてくれました。但し、熱中症対策

として試合中にカーリング競技で見られる「も

ぐもぐタイム」ならぬ「ゴクゴクタイム」を設

けたことは選手にも好評でした。

今回は今までの大会と比べ参加７チームによ

る総当たり戦（リーグ戦）。但し会場使用時間を

考慮して1セット25点制、ジュースあり、男子

攻撃制限なし（いつもはバックアタックのみで

すが）としました。

また出場チームも常連の4チームに加え初出場

チーム3チームを迎えましたが、いずれのチーム

も試合展開をみるとレベルの高いチームの戦い

となりました。

結果は4勝2敗チームがBURST・MIX・WEE

D・AQUAの4チームとなりましたが、得失点差

から一歩頭が抜き出た「MIX」が今年12月長野

市で開催される「第13回全国ミックスバレー全

国大会」の

出場を決め

ている「B

URST」を

5ポ イ ン ト

差で抑えて

優勝、ミッ

クスバレー

協議会メンバーの「AQUA」が初参加の「WEE

D」を僅差の1ポイント差で3位となりました。

今回奮戦むなしく6戦全敗となった「千葉大学

園芸バレー部」の皆さんは大会終了後「お疲れ

様でした」と声をかけたところ「いや～楽しかっ

たです。一勝もできませんでしたが次回も喜ん

で参加しますよ！」と若者らしく笑顔で答えて

くれたのが印象的でした。

次回大会は11月18日（日）同じ磯辺スポーッ

センターで今回同様に交流大会を開催します。

募集は9月に入ってからとなります。なお、今回

会場となった磯辺スポーツセンター体育館は元

中学校体育館をリニューアルした関係で備品は

ほぼ新品、更衣室は冷房完備、大会設営も会場

スタッフによる事前準備が可能ということもあ

りとても使い勝手が良い会場でした。

（ 園川峰紀）記

優勝したチーム「ＭＩＸ」

暑さの中、熱戦が
男子のスパイクにも果敢に



７月４日（土）午後３時少し前，生まれて初

めて広島駅に降り立った。

前日に発った卓球協議会の石原さんが参加し

ているふれあい卓球大会会場は中区と言うとこ

ろらしい。初めての広島ということもあり，駅

の交通案内所で確認し，（確認しすぎてダッシュ

で）路面電車に乗り込んだ。

被爆慰霊のためか，車内は外国人の方が半数

以上と，海外にでも行ったような錯覚を覚えた。

卓球大会開催の中区スポーツセンターまでは

２０分近くかかってしまった。

いたいた！入り口から３番目の台で審判をし

ていた石原さんを発見。小さく手を振ったが，

審判に夢中で気がついてもらえなかった。

大会の横断幕の撤去などを手伝い，１７時過

ぎにセンターを後にした。

その日の宿に到着したが，同室の方は、荷物

はあるが当人は出かけているようで会えず，時

刻も１８時を回ったいたので夕食に出かけた。

夕食は広島風お好み焼きをチョイス。ビール

と一緒にお腹の中に放り込んだ。

２日目は，戦跡巡りと反核平和マラソン交流

集会が予定されていたが，午前中は原爆ドーム

や平和公園などを見学する時間があり，韓国被

爆者慰霊の式典なども目の当たりにすることが

出来，有意義な時間を過ごすことが出来た。

昼からは，優に３５度を超す日差しの中，国

際会議場を後に，記念碑や原爆の火，原爆ドー

ム，原爆投下地点（島内科病院），本川小学校，

などを巡り会議場へ。会議場のエアコンが本当

にありがたく感じられた。

戦跡巡りでは，熱線でその瞬間に亡くならな

かった人々が，皮膚下３ミリまで焼けただれた

だけではなく，その熱線により血液や体液が蒸

発し，その結果として皮膚がはがれ落ちるよう

に し て 垂

れ 下 が り

そ れ が ，

お 化 け や

ゾ ン ビ の

よ う な 絵

と な っ て

いること，

等 も お 話

しいただいた。

少しの空き時間は原爆資料館の見学に充てた

が，歩くこともままならないほどの混雑ぶりで，

やや辟易とした。

夜の反核平和マラソン交流集会では，最初に

反核平和マラソンを企画された大阪府連盟の山

根さんのお話に続き、各団体からの活動報告を

３分以内で済ませるよう指示があり，千葉にお

ける反核平和マラソンの取り組みについて報告

させていただいた。集会には，フランスのスポー

ツ団体ＦＳＧＴから５人の方々も参加，さらに

は平和大行進に韓国から参加し歩き通されたイ・

ジェヨンさんも出席されていた。

集会後は広島県連盟の野崎さんの案内で居酒

屋に。歌あり，アコーディオンあり，ハーモニ

カありと賑やかな懇親会となった。懇親会には

海外から来られた方々も参加してラ・マルセイ

エーズを大きな声で歌っておられた。

翌日は６時半には広島城公園に行き，反核ス

ローマラソン＆ウォーキングがあり，その後８

時には原爆式典会場脇から長崎に向け出発する

反核マラソン５００㎞の参加者を見送，１０時

には広島「二葉の里」ウォーキングに参加する

という分刻みのスケジュールをこなし，宿に着

いたのは１７時前。歩数計を見たら２万２千歩

以上歩き回っていた。

この日の夜はテレビで慰霊の催しが途切れる

こと無く報道されたいたが，私自身は９時前に

は床について，疲れを癒やさせてもらった。

広島という特殊性か，全国ネットではなかな

か報道されない原爆関連の行事，被爆者の発言，

ヒロシマのメディアの自覚なのか，政府批判と

受け止められるようなニュースも流していたの

が印象的だった。

比べて，全国ネットや首都圏のメディアはど

のように考えているのか・・・。

末筆ですが、参加費補助をいただいたﾗﾝﾆﾝｸﾞ

ｸﾗﾌﾞに感謝いたします。（佐々木睦昭 記）



８月に入り第３２回全国スポーツ祭典テニスの

部千葉県予選が旺盛に展開されています。

千葉県を代表し全国に出場する資格を勝ち取っ

た選手の皆さんを紹介します。

８月１９日に開催された、壮年女子ダブルスは

以下の皆さんです。

１位 花崎珠美・平山貴子

２位 石橋知佐子・細川恵美子

３位 川崎典子・板倉美知代

８月２５日に開催された男子ダブルスは以下の

皆さんです。

１位 福島晴之・栗並 慧

２位 成田創・大串光太郎

３位 長浜功明・渡辺怜冶

８月２６日に開催された女子ダブルスは以下の

皆さんです。

１位 高山 亜矢子・鈴木 智美

２位 中園 美和・豊田 幸恵

３位 川崎典子・板倉美知代

優勝・準優勝には宮城県泉総合運動公園庭球場

で開催されるが出場資格が与えられ、３位は補欠

登録の扱いになります。

＊写真は左から優勝・準優勝・３位になります

８月２７日(月)新日本スポーツ連盟千葉県連盟事

務所において、第６回常任理事会が開かれました。

７月２４日から８月２７日までの主な取り組み。

（主な報告）

ランニング：４日～６日

反核・平和のつどい（広島） ３名参加

バレーボール：８月１２日 関東大会（ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ）

卓 球：７月２５日 運営委員会（事務所）

８月１９日 祭典・個人戦（ﾎﾟｰﾄｱﾘｰﾅ）

テニス：４日・１８日 祭典・ｵｰﾌﾟﾝ大会

１９日 祭典壮年男女Ｗ（県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）

２５日 祭典男Ｗ（県ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰＢ）

２６日 祭典女Ｗ（青葉の森）

野 球：リーグ戦実施中（６月～１１月）

スキー：１９日 役員会（事務所）

２５日 関東ﾌﾞﾛｯｸ技術部会（池袋事務所）

バドミントン：１８日 個人戦全国予選（四街道）

サッカー：リーグ戦開催中

ミックスバレー：１２日

千葉市交流大会（磯辺ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ）

関東ﾌﾞﾛｯｸ会議８月２１日（神奈川）佐々木 出席

全国理事会 ８月２５日（池袋）金子・佐々木出席

主な討議は以下のとおりでした。

野球：９／８ キャプテン会議 吉川常任理事挨拶

／２４リーグ戦決勝戦 園川理事長挨拶

卓球：祭典ダブルス大会 園川理事長挨拶

１．事務所移転について黒川氏と再協議していく

２．署名活動 ８・２７現在

千葉市長宛 １５４筆

千葉県知事宛 １５８筆

３．ポーツネットちばの原稿執筆確認

４．総会準備について

５．その他

・野球・ランニング等でのホームページ作成

・各種目等に於けるエントリーをインターネット

上でできるよう検討

（常任理事 吉田 記）

常任理事会報告



①ＱＵＡＴＴＲＯ（クアトロ）
②三浦 雅也、西尾 健成
③260-0824 千葉市中央区浜野町122-26

takezoujp@yahoo.co.jp
④チームの概要
名前の由来：
ピザのクアトロフォルマッジは、イタリア語で4種類のチー
ズ」を意味しています。お店によってブレンドされるチーズ
の種類やトッピングされる具によってその味わいは大きく変
わってきます。
チームを構成するメンバーも同様に、「テニス」というフィー
ルドにおいて、その個性は「みんな違って、みんな良い」。
メンバーの掛け合わせ次第で様々な強さを出して行き、
どんなに強いと言われているチームにも立ち向かって、そし
て勝つ！
そんな想いが込められています。
・・・ですが、単にボスがピザが好きって噂もっ ？！
チームの特徴：
試合に勝ちたい！」という想いの下、いろいろなサーク
ルに所属していたメンバーが少しづつ集まり、3年前にチー
ムを立ち上げ。
千葉市男子団体戦は11部からスタートし、2年連続
優勝。
2018年度は5部にエントリー。今年も優勝して3部入
りを目指しています。
仲良く楽しくエンジョイテニスを少しだけ封印し、勝つこと
に喜びを求める体育会系のチームです。
チーム結成時のメンバー男女合わせて約10名程度に
加え、一緒に練習、試合に参戦し切磋琢磨してくれるメ

ンバーが約10名。全体
で約20名程度のチーム
になっています。
年齢構成は20～50
歳代。メインは30歳代
になります。
自分の試合がない時
でも、メンバーの試合の
応援に行っています。

大きな大会の後は打ち上げをしたり、ＢＢＱをしたり、
ホームパーティーをしたりと3年間の時を経て「仲間」意識
がさらにチームの結束を強くしています。
なので、チーム方針は「人物重視」ともに戦いともに、
上達をしてゆくために新メンバーにおいては人となりを重
視しています。
練習日程：
毎週土曜日 9-14時 ケンズ佐倉サテライトコートをメ
インコートとして活動しています。
前半3時間を球出し、フォーメーションなどの練習に費
やし、残り2時間を練習したショットを活かしてゲームを行っ
ています。
また試合からの学びが大きいという考えのもと、いろいろ
な市の個人戦、団体戦に積極的に参戦。ほかのサーク
ルと対抗戦も行っています。

⑤クラブのアピール
今年は「勝ち切る」を目標に、接戦をいかにものにする
かというテーマを持って練習をしています。
テニスコーチ経験者数名が、今のチームに必要な練習
は何かを考えて練習メニューを作成。
皆で互いにアドバイスをしながら、目標に向かって意味
のある練習を行っています。

⑥その他
チーム内で「クアトロ パデル部」を立ち上げ、一部メン
バーでパデルの練習、試合の参戦と楽しんでいます。
ＰＡＤＥＬ（パデル）はスペイン発祥のラケットスポー
ツで、スペインではテニスの4倍の競技人口があります。
テニスとスカッシュを合わせたような競技で壁に跳ね返っ
たボールも打てるのが特徴です。
日本に入ってまだ4年と、まだベンチャースポーツの域で
すが、海外のプロテニスプレーヤーにも愛好者が多く、ナ
ダルやウィリアムス姉妹のアカデミーなどでもテニスコートに
併設してパデルコートが設置されています。

クラブ紹介

ＱＵＡＴＴＲＯ（クアトロ）

テニス



SPORTS CALENDAR

１０月 ７日（日）野球協議会トーナメント戦

祭典・バレーボール大会（全国予選会）

鈴木杯テニス大会

１３日（土）野球協議会トーナメント戦

１４日（日）野球協議会トーナメント戦

サッカー協議会・年間リーグ戦

１９日（金）ウォーキング例会 東金古道

２１日（日）野球協議会トーナメント戦

鈴木杯テニス大会

２８日（日）野球協議会トーナメント戦

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）
野球協議会リーグ戦・決勝戦

３０日（日）祭典・テニス大会（チーム対抗）
祭典・バレーボール大会（全国予選会）
サッカー協議会・年間リーグ戦

関東ブロックセミナー ９月１日・２日（神奈川）
野球協議会トーナメント戦・キャプテン会議 ９月８日

９月 10月

柔道・レスリング・カヌー・チアダンスとここ数ヶ月どうい
うわけかスポーツ界での不祥事が続いている。そしてつ
い最近もボクシング界を揺るがせていたアマチュアボクシ
ング界のドンと言われる山根 明会長がボクシング協
会内部関係者の告発を発端とした数々の疑惑から辞
任に追い込まれた
本人の言動からすればご本人にとってはごくごく当たり
前というかもしれないが、外部から見れば到底スポーツ
に携わるには不的確な人と感じる。
一見して強面、その筋の人と見間違う風貌が発言
からもとても組織の頂点に立つ人物とは思えない。こん
な人物がどうして長期間組織の長として君臨してきた
のか理解に苦しむ。それだけ組織内が自由闊達な雰
囲気ではなかったということかもしれない
ボクシングではよくホームタウンデシジョンということが
聞かれる 。自分のホームグランドでの試合では有利な
判定が下される意味だが、今回話題になったのはそれ
と同意義となる奈良判定。奈良の選手に有利な判定

を下すよう審判にプレッシャーをかけるという。今回の事
件が公になってから連日報道されていたので目にした
読者も多数おいでと思う。誰が見ても負けた選手が勝
ち名乗りを受け、思わず場内からもブーイングが続出。
これでは選手が可愛そう。何のために厳しいトレーニン
グを続けてきたのか 。何のための審判なのか
こんな状況を醸成してきた山根氏の責任は大きい。
同じように日大アメフト部の監督を長年勤めてきた内
田前監督にも同じ体質を感じる。そこには「アスリートファー
スト」ではなく「組織ファースト」が垣間見える。その責任
はスポーツ界をコントロールすべきスポーツ庁・文科省に
も一端はあるのかもしれない。
2020東京五輪・パラリンピックに向けてスポーツ界に
関心が高まっている中、不祥事ばかりが目立っている
が、嘘をついても人の噂も75日とばかり「しら」を切って
真相を隠そうとする姿にモリ・カケ問題で膿を出しきると
言いながら終始「しら」を切り
通している安倍首相の姿が
ダブって見えるのは筆者だけ
ではないだろう。

また発生したスポーツ界の不祥事
どこまで続くか、スポーツ庁・文科省の責任は？


