
11月4日（日）千葉県総合スポーツセンター陸

上競技場で第54回千葉県スポーツ祭典・陸上競技

大会・記録会が県内外から昨年とほぼ同数の650

名余の選手が参加して行われました。

今年は陸連登録していない選手はオープン参加、

陸連登録している選手は公認大会、と分離して開

催することになり、選手も役員もいささか勝手が

違う滑り出しでした。

また、当日の天気予報は夕方頃には雨模様であ

るとなにやら妖しい天気。しかし風は選手にとっ

ては、時折やや強くなるものの参考記録の目安と

なるギリギリの2m以下の追い風が断続的に吹い

ており、なにやら新記録が出そうな雰囲気。

午前9時開会式、9時半からトラックではオープ

ン参加者による小学生女子100m、フィールドで

は公認大会である中学女子走り幅跳びから、それ

ぞれ競技開始。

いきなり小学女子（オープン）100mで大会記

録がでました。10時45分からトラック競技は公

認大会の部となり一般男子400m予選から開始。

一方、フィールドでは午前中から行われていた

公認大会の一般男子やり投げに続き、一般男子走

り幅跳び・砲丸投げ、中学男子走り幅跳び・等が

断続的に行われました。

その中でも注目の選手の一人、インターハイで

も活躍している小久保大地選手（牛久栄進高）は

異次元の走りを見せてくれました。圧巻は、予選

で見せてくれた10秒58の走り！同選手は決勝で

も他の選手を寄せ付けない走りで唯一10秒台の走

りを見せてくれました。

女子では、マスターズで活躍している松本恭子

選手（千葉陸協）は5000mに出場。女子45才の

部での日本新記録を塗り替えました。

その他中学男子部門、壮年男子部門などで大会

記録・タイ記録が続出。タイ記録を含め都合17個

の大会記録が記録されました。気象条件としては

若干肌寒かったものの、風も味方したのか、絶好

のコンデションの下、近年稀にみる記録を生み出

した陸上競技大会でした。なお、大会記録（含む

タイ記録）は次の通りです。
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大会の最後を飾る4×400mリレーは、折から降り出

した雨をの中で行われましたが力強い選手たちの走

りで雨を吹き飛ばす勢いで締めくくりました。

来年10月以降再来年の3月まで千葉県総合スポー

ツセンターが改修工事になるため、来年の大会は今

年と同じ日程では残念ながら開催することが難しい

状ですが、今まで培ってきた千葉陸協の方々との連

携を深めリニューアルする形で大会の存続を図る事

を関係者一同で検討しています。

（文責 園川）



11月18日（日）千葉市美浜区・磯辺スポーツセ

ンター体育館で初参加チームを含めた7チーム総当

たり戦で行われた「第14回ミックスバレー千葉市

交流大会」で「AQUA」が6戦全勝というパーフェ

クトな優勝という結果で締めくくりました。

募集開始の9月上旬から1か月もたたないうちに

定数枠の8チームに達した滑り出しでしたが、10

月中旬急遽2チームから辞

退という知らせを受け、

直ぐに追加募集を掛けた

ところなかなか参加チー

ムが無く諦めかけた大会3

日前に1チームの参加を頂

き8月大会と同じ規模で行うことができました。急

遽参加表明して頂いたチームに感謝、感謝。

会場は8月大会と同じ磯辺スポーツセンター。会

場管理者のご厚意で8時半には2面のコートで準備

完了。

いつもながら開始前は若干あわただしい時間も

ありましたが、準備運動、開会式と進め9時25分

にはA/B両面で第1試合がスタート。

1試合所用時間を

30分と想定していま

したが、順調に試合

が進み、1試合概ね2

0分平均で推移。10

分間の試合間インター

バルを挟み途中昼休

憩もなく1 5時過ぎに

は全試合21試合を消化することができました。

圧巻は全勝同士で

勝ち進んできた

「AQ UA」と

「REVERS IBLE」

の対戦。

開始直後は

「AQUA」がリード

していたものの

「REVERSIBLE」も一旦調子に乗ると手が付けら

れない勢いが売り。

「REVERSIBALE」が当初の差をじわじわと追

い上げ、遂には追いつくという、シーソーゲーム

を展開。しかし終盤は試合巧者ぶりを発揮して

「AQUA」が「25vs24」のスコアで振り切って勝

利。結果6戦全勝。両チームの対戦が事実上の決勝

戦となりました。

大会終了後、

「REVERSIBALE」

のメンバーに一言

「優勝したかったな

～！」実感がこもっ

ていましたね。

また、初めて参加

したチームの方からは「楽しかったです。1月の大

会にも参加したいですね。」、、、新春大会も待って

ますよ～～～！？

試合結果は別表のとおり

白熱した試合が展開

優勝したAQUA

準優勝のREVERSIBLE

３位のBURST



１１月１５日（木）卓球協議会主催の「卓球教室」

を千葉県スポーツセンターで開催しました。

参加者は２５名。今回も指導者はWRMのグッチー

さんとやっすんの２名。（どちらも山口さんなのでニッ

クネームで呼びます。）

今回はダブルスの教室でした。「何か一つ上達のヒ

ントを持ち帰ってください。」との挨拶の後、教室に

入りました。

指導を受けた内容は以下の通りでした。

1．ダブルスの有効なサーブの出し方

センターラインを狙って長いサーブか短いサー

ブを出す。相手は強打ができない。

ラケット面を水平気味にしてスイングして回転

量を上げなくてもよい。

2.．レシーブの仕方

ラケット面を45度に固定してバックに深く流す

か、フォア前にカーブをかけてサイドラインを切

るようにレシーブする。これは相手は手が届かな

くてミスをしてくれる。

3．ペアの動き方

くるくる回る方法もあるが難しい。私たちレベ

ルは逆「ハの字型」にサーブをしたら斜め後ろに

下がる。ペアは３球目を打ったらハの字に下がる。

この繰り返しでいいのではないか

4．サーブを出す時のペアの立ち位置

自分の得意技術によって違う。サーバーの邪魔

にならない位置に立っていればよい。横に立つ人。

斜め後ろの立つ人。カットマンのようにかなり後

ろに立つ人などそれぞれである。どれが正しいか

ではない。

日野はフォアうちが得意なのでサーバーの横に

きちんと付いて３っ球目を待ちましたが、大変楽

に３球目の対応ができるようになりました。

深いバック側のレシーブはこれからも練習して

いかなければなりませんが。

午前中、みっちり基礎練習をして午後はペアを

組み男女別に分かれてゲームを楽しみました。

至る所で「アッ教科書通り。」の声が上がってい

ました。

教室で教わったプレーを随所に使ってのゲーム

が繰り広げられました。

もちろん、優勝ペアにはお土産付きでした。友

好の輪も広がり、楽しい一日でした。

なおスタッフの皆さんが球拾いをしてくださり、

能率よく練習に励むことができたことも報告して

おきます。

＜日野 記＞

講師を囲んで参加者全員で



11月19日(月)15：00から約一時間、今年で6

回目となるスポーツ予算増額・公共スポーツ施

設改善要請行動として千葉県教育庁教育振興部

との話し合いを行いました。

連盟から園川理事長・金子事務局長・佐々木

事務局次長・吉川理事の4名、教育庁からは五

木田副課長・鈴木主事の2名が対応。

冒頭、スポーツ連盟が今年春から各大会や団

体から集約した千葉県知事宛て「スポーツ予算

増額などを求める署名」408筆を手交。

連盟機関紙（ひろば・Sports Netちば）を手

渡した後、千葉県総合スポーツセンター（天台）

の施設改善要請について逐次要請を行いました。

例年要請の中で教育庁側が強調するのは「限

られた予算の中で老朽化した（天台の）各施設

の中でどの施設を優先的に改修を図るか？」と

いう説明です。

ここ数年、耐震化を含めた改修工事として陸

上競技場と野球場（硬式）の改修が挙げられま

す。

今回の要請の中では「テニス場管理棟」が老

朽化も手伝い既存施設の中でも最優先に改修を

考えていることが明らかになりました。

テニス愛好者からも、テニスコートA1面とA

4面の全面改修が喫緊の課題である。管理棟窓

の開閉改善策を図って欲しい。音響機器（マイ

ク等）の改善等いくつかの要請が寄せられてお

り当該施設の改修の機会にこれらの不具合の改

善してほしい旨担当者に申し入れました。

野球場（硬式）は現在改修工事中ですが、工

期は今年の8月から2020年3月まで、外野セット

バック工事、大幅な砂入れ工事、最新式スコア

ボード導入などが組み込まれるとのことですが、

スコアボードは現施設より使い勝手にいいシス

テムにすべきである旨要請しました。

来年度（2019年度）は、陸上競技場が日本陸

連第1種公認競技場としての条件整備の為の工

事が2019年10月から翌2020年3月まで行われる

ことが確認されたことから連盟が例年11月上旬

に開催してきた「陸上競技大会」の開催が難し

いことが再確認されました。

その他、体育館・ラグビー／サッカー場にか

かる改善、敷地内交通案内表示ペイント改修等

を申し入れ1時間という短い時間でしたが要請

行動を実施しました。

スポーツ予算の増額を始めとして、各施設の改

善要求はすぐには解決することは難しいですが

声を上げ続けること＝「継続は力なり」の「重

要性」を感じています。引き続きスポーツ愛好

者の皆さんの協力をお願いします。

１１月の中旬から千葉県連盟事務所の床の張り

替え及び壁紙の張り替えと一部事務機器（机、イ

ス）の入れ替えを行いました。

応接セットも入れましたので、お近くにおいで

の際は、お気軽にお立ち寄りください。



①クラブ（チーム）名 Ｍｉｘ
②代 表 者 高 橋 操
③チームの概要（名前の由来・チームの特徴・練習日程・
人数等）
創設は5年前の2013年。それまで男子バレーチームに

所属していましたが40代後半になると流石に2ｍ43ｃｍ
の高さは年齢、体力的にきびしくなりバレー仲間や、息子

の知り合いに声をかけて男女混合チームを立ち上げました。
チーム名は混合なのでMIXとしました。
その他インターネットサイト掲示板「スポーツやろうよ」を通
してメンバー募集を呼びかけました。
チームの特徴は年代層が幅広くファミリーのような雰囲気
が自慢です。
BBQや年一回の一泊旅行、勿論飲み会も不定期にやっ
ていますよ。大会の様子を撮ったVTRを見ながら反省会な
ども楽しく行ってます。
平均年齢は20代半ばくらいでしょうか？私はもっぱらプレー
イングマネージャーです。練習は毎週土曜日の午後（15
時～18時）金杉台小学校（船橋市）で行なっていま
す。登録人数は男女半々10名くらいです。

④クラブのアピール（2017年度の抱負等）
ローカル大会を中心に大会参加をしています。ミックスバ
レー大会を大きく分けると初級・中級・上級になると思いま
す。そこそこの経験者のみで構成しているのでチームレベル
は中級レベルと思います
練習試合・大会参加のお誘いをお待ちしています。

⑤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）
大会参加を希望していますのでこれからも引き続き大会
開催をお願いします。ミックスバレー協議会にも興味があり
ますね。 （代表 高橋 談）

クラブ紹介

Ｍ ｉ ｘ
ミックスバレーボール

１１月３０日（金）穴川コミュニティーセンターにて

第３回理事会を開催しました。６月２９日の第２回理事

会以降の経過と今後の取り組み等について報告協議がな

されました。

（報告及び今後の取り組み）

ウォーキング 雨天・酷暑等による中止があった。

来年は神奈川県と合同行事に取り組む

バレーボール 全国大会シードチームの予選参加につい

て全国協議会と協議中

テニス シングルスの参加者が多い、他県からの参加

者の取扱について検討中

空 手 ３月３日スポーツ祭典空手大会実施予定

野 球 トーナメント戦決勝（１２月２日）

ス キ ー スキー祭典にむけ準備中の案内ビラ完成

祭典の会場がブナ平から一の瀬に変更

バドミントン 個人戦の参加者が少なかったが冬季大会

はキャンセル待ちも出ている。

卓 球 例年どおり予選開催

出場枠減の問題もあり、女子の参加者が減

少

（協議事項等）

１．事務所改装工事完了及び賃貸契約の再締結

不動産業者を交えた契約の再締結を行う事について

理事会として了承した。

契約締結は１２月１日を基準とする。

また、これまで加入していなかった室内向けの保険

にも加入する。

２．定期総会開催に向け各協議会に要請文書を出す事に

定期総会開催時期について次々年度見直す事も検討

３．来年度のスポーツ祭典チラシ用の写真を決定

４．スポーツのひろば購読数が減少－－増やしましょう

５．改装費用は特別会計から支出（済） ＜佐々木記＞

理事会報告



SPORTS CALENDAR

１２月 ２日（日）野球協議会トーナメント戦・決勝

鈴木杯テニス大会

サッカー協議会リーグ戦

９日（日）鈴木杯テニス大会（チーム対抗）

１６日（日）検見川クロスカントリー大会

サッカー協議会リーグ戦

２１日（金）ウォーキングクラブ例会

２２日（土）冬季バドミントン大会

２３日（日）鈴木杯テニス

シニア女子テニス大会

２４日（休）加盟杯卓球大会

全国理事会 １２月８日（土）・９日（日）

１月 ５日（土）新春テニス大会（チーム対抗）

６日（日）サッカー協議会リーグ戦

新春ミックスバレーボール大会

１３日（日）第11回なのはなテニス大会

サッカー協議会リーグ戦

１８日（金）ウォーキングクラブ例会

２０日（日）サッカー協議会シニア大会

２７日（日）第１１回なのはなテニス大会

冬季卓球大会

12月 １月

渡米前は、「二刀流は成功しない」「投手に専念す
べきである」とか散々な批判を浴びた大谷翔平選手。
いざ蓋を開ければ下馬評をひっくり返し、投手・打者
の二刀流を見事にこなし、投手としては10試合登板、
4勝2敗 防御率3.31 、打者として22本のホームラン
をかっ飛ばした。打率も3割に近い高打率。
長い歴史を誇る大リーグでも二刀流をこなしたのはベー
ブルース以来60年ぶりという逸材ぶりを発揮してくれた、
その証左として週間MVPを二回獲得！と、ここまでは
順調に成績を伸ばしたが、6月下旬に肘の故障が判
明し、途中長期離脱を余儀なくされました。
その後、肘の手術をシーズンオフに伸ばし打者に専
念。その結果、あのホームラン打者・松井秀樹選手の
新人記録を凌ぐ22本のホームランをかっとばした。
正に（翔）ショータイムを地でいく活躍。
他に対抗馬がいなければ新人王間違いなし！だった
が、どっこいそうはそうは問屋が下ろさないのが大リーグ
の懐の深いところ。ニューヨーク・ヤンキースに二人の有

力な新人王候補選手がいた。 三人の成績を比べて
も誰が選ばれても遜色ないが、「二刀流」という、だれ
もが理想とし、かつ、なし得ない成績を考えると、そん
な状況でも大谷選手が新人王を獲得できたことは野
球を愛する一人として感慨深いものがある。
日米の野球の違いをことさら強調する人もいるが、こ
こは素直に新人王を獲得したことを喜びたい。2019年
シーズンでの更なる飛躍を望みたいが、肘の手術を受
けたことから投手としては2020年まで待たなければなら
ない。
打者に専念できる環境でどれだけのホームランを打つ
か楽しみでもある。更に来シーズンは埼玉西部ライオン
ズから大リーグに挑戦する菊池雄生投手からも目がな
させない。
今から来シーズンが楽し
みである。

大谷翔平選手アメリカンリーグ・新人王獲得！


