
２０１９年度千葉県テニス協議会・なのはな大

会（初中級者対象）が４月２７日より始まりまし

た。

１～３月開催だと上級者がこの時期大会が無い

のでエントリーが多々有り、初中級者が楽しめな

いと会員さんからの要望を受け、１～３月開催→

４～６月に変更したものです。

おかげさまで、今回は楽しめたとの声を頂きま

した。来年もこの時期に開催する予定です。

以下大会の概要を簡単に報告します。

5/1（水）混合ダブルス４２ペア参加、ご夫婦

有り恋人？有りのペアで大変盛り上がりました。

６人変則リーグ戦後1・2・3位トーナメント方

式。１日で終わるか心配しましたが青葉の森庭球

場管理者のご厚意で5～６番コートを時間延長

（無料）して頂き無事終了。

5/4（土）混合ダブルス３ペアチーム対抗１６

チーム参加、申込多数の為、会員優先・先着順と

したので参加できなかったチーム残念でした。そ

のせいで会員登録者が増えました。

5/6（月）女子ダブルス３２ペア参加、正規ペ

ア有りお楽しみペア有り皆さん真剣な中でも楽し

そうにゲームをしていました。４人変則リーグ戦

後1・2位トーナメント方式。決勝では、まりりん

ずの吉村・竹村ペア（女子連A級）が圧巻のプレ

イ6-0優勝でした。

5/11（土）19（日）シニア大会プラス個人戦

110・120・130歳大会開催。男子大会参加が減

少しているのが気になりました。

5/25（土）男子ダブルス２２ペア参加、リーグ

戦後1・2・3位トーナメント方式。フリーの参加

が多いのが特徴でした。優勝もフリー早川・篠木

ペア。

6/2（日）男子シングルス２４名参加。上は

７０代・下は２０歳まで老若混ざっての大会、普

段の練習ではお互いに受けたことの無いボールで

新鮮だったようです。優勝石井寛さん。

6/8（土）男女別チーム対抗はやはり雨で中止。

6/22（土）女子シングルス２４名参加。１昨年

あたり女子は参加者がいなくて中止せざるを得な

かったのが嘘のようです。シングルスの面白さが

分かって頂けて嬉しい限りです。

３人リーグ戦後1・2・3位トーナメント方式。優

勝はオールブラックの石毛胡桃さん。決勝は6-0.

ジュニアからプレイしている人は流石です。

6/30（日）混合ダブルスチーム対抗、雨中止。

なのはな大会の最初と最後が雨でしたが、幸いな

ことに個人戦は延期にならずに済み役員はほっと

してます。

全体的には大成功でした。対戦結果は千葉県テ

ニス協議会のホームページをご覧

下さい！写真入りで掲載してます！！

ホームページは右のQRコード

を読み取ってください。
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例年になく長雨が続いた今年の梅雨だったので、

今年の広島はひょっとしたら涼しいかもしれないな？

と淡い期待をしていましたが、7月29日前後に全国

で一斉に梅雨明けがあると連日35度を超える猛暑

が続き、期待に反して？やはり今年も猛暑の中での

広島行きでした

1日目恒例の「碑巡り」は、例年と趣向を変え屋

内で実施。 語り部・松田久美子さんからは被爆の

実態を伺いました。原爆が炸裂した僅か3秒間の間

で爆心地（中島地区）に住んでいた4400人の普通

に暮らしている人達が一瞬に消えてしまったことや、

平和記念資料館に展示されている被爆直後の生々し

い状況を被爆者自身が描いた絵を是非見て欲しいと

の訴えが印象的でした。

その後、原爆資料館本館に赴き松田さんの説明に

もあった被爆直後の広島を描いた絵の数々を見るこ

とにしました。

どの絵も被爆直後の広島を余すことなく描いてい

ました。

確かに被爆直後に撮られた写真は少ないことから

も今回の展示が被爆の物凄さを具現化していること

は誰も否めないだろうと感じました。

1日目のハイライトは18時半から始まった「反核

平和マラソン交流の夕べ 」。

今年は37名 とやや少なめでしたが、各地での創

意工夫しながら継続されている反核平和マラソンの

報告を聞きました。

東京の歌声運動とコラボした活動、蛍光色のTシャ

ツを全員で着用してのアピール、福岡の原爆投下目

標地であった小倉をコースに入れる取り組みなど地

道な活動の一端に触れることができました。

中でも、広島から長崎までの 500kmを走るラン

ナー達の人間離れした皆さんの挨拶が、集会を大い

に盛り上げてくれました。

冒頭、和食会長の「私は反核平和マラソンが大嫌

いです！」との挨拶には全員がキョトン！その真意

は「このような運動が必要のない世の中をつくろう！」

との説明に一同納得！

二日目（8月6日）は朝7時に広島城公園で33回

目となる広島城周回8・6ヒロシマ「平和マラソン・

ウォーキング大会」に参加。

総勢37名が集い、爽やかな汗を流しました。筆

者も2周3.2キロを走りました。

その後 広島 長崎500km平和マラソン出発式へ

移動。総勢20名余のランナーが原爆投下の8時15

分 黙とうの後、長崎に向けスタート。

ランナーの皆さんを見送った後は「呉市ウォーキ

ング」の旅へ。

呉駅で観光ボランテイア氏と合流、入船山記念館

を 約1時間に渡って駆け足の見学。

昼食の後、「大和ミュージーアム」を 約1時間見

学。途中休憩も入れて約3時間。距離にして約5km

のウォーキング。ガイドさんからは「もっとゆっく

り見て欲しい」としきりに強調。

そんな中で印象に残ったのは大和の模型と共に展

示されていた人の命を武器とする人間魚雷（回天や

海龍）などの特攻兵器、呉空襲の悲惨さを示す写真

展示を見るとやはり平和が一番！戦争はダメ！と思

うのですが、訪れていた多くの小中学生たちや若い

人達には「平和の尊さ」がどれくらい伝わっている

のか思わず一人一人に尋ねてみたい衝動にかられま

した。

兵器としての機能美を否定するものではありませ

んが平和の尊さを感じたウォーキングでした。

また、展示物の中で原爆投下直後に日本の調査団

が行った調査報告書の原本の「新型爆弾は原子爆弾

である」との記述に、昨年国会を揺るがせたモリカ

ケ疑惑で時の政権が公文書まで偽造していたことを

思い出し、歴史はやはりキチンと残すべきだとの思

いを強くしました。



お盆休みに入った直後の8月11日（日）初参加チーム

を含む新旧古豪併せて８チームの参加で「第17回ミック

スバレーボール千葉市交流大会」が磯辺スポーツセンター

体育館（2面）で行われました。

連日うだるような暑さが続く中、蒸し風呂状態の中で

選手たちは流れる汗をものともせず力一杯のプレーを見

せてくれました。今回から新しい試みとして、試合展開

をスムーズに行うために「IF」を作成せず試合結果だけ

を試合後主審から報告してもらうこととしました。

併せて、どちらかのチームの得点が13点になった時点

で「給水タイム」を設ける等の熱中症対策を導入して行

いました。

試合形式は1セット25点先取、ジュース無、試合時間3

0分を限度とすることを各チームのキャプテンに確認し

てもらい午前9時15分プロトコール。A/B２面のコート

で 一 斉

に 試 合

開 始 。

今年4月

に 松 山

下 公 園

体 育 館

で開催された全国大会予選会で出場権を獲得している

「BURST」「Reversible」の2チームに加え、強豪「八街

排球クラブ」でも活躍している山平選手が引っ張る「ba

ckbone」、初参加ですが県内でも強豪チームという評価

の高い「Macotts」の4チームが上位を狙う展開となりま

した。その他に今回参加にあたりメンバーを一新した

「Satisfaction」前回全国大会予選会から参加の大学生中

心編成の「今半」ミックスバレーが大好きな仲間で構成

された「MIX」「MORE」の各チームも試合途中では上

位チームを脅かすプレーを随所に見せてくれました。

ミックスバレーの醍醐

味は何といっても（筆者

の独りよがりかもしれま

せんが）女子選手のプレー

です。特に今回キラリと

光ったのはMIX遠藤選手。

目いっぱい身体を使っ

たスパイクには男子選手

顔負けの力強さがありました。

午後４時半には

全２８試合を消化。

優勝は共に6勝1敗

同士でしたがなん

と1点という極めて

僅少差の「得失点

差 」 で 初 参 加 の

「Macotts」が優勝。

「backbone」が準優勝。第3位は「Reversible」、4位は4

勝3敗同士の「MIX」と「BURST」が得失点差で「BU

RST」が4位、「MIX」が5位。以下6位「今半」7位「M

ORE」8位「Satisfaction」という結果となりました。

試合終了直後、一人の選手が熱中症の症状で倒れたの

ですが救急車を手配する等チームや体育館関係者の迅速

な対応で重篤にはならなかったことを報告しておきます。

優勝のMacotts

準優勝のbackbone



８月２２日（木）事務所にて常任理事会を開催し、

50周年記念行事の日程についてなどについて調整確認し

ました。

討議に先立った「スポーツのひろば」の読後感想では、

自身が写真を含めて記事になった常任理事の日野さんが記

事になったウォーキングの感想も含め、話されました。

主な活動報告は

ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ８月１１日（日）磯辺スポーツセンターで

の交流大会を開催。８チームが参加し、初参

加のＭａｃｏｔｔｓ が優勝。

ウォーキング 酷暑により中止に

テニス 天台総合スポーツセンター、青葉の森庭球場や高

浜庭球場で、千葉県スポーツ祭典の男女ダブルス・

混合３ペアチーム対抗戦・チーム対抗戦などを開

催。

バレーボール ７月２０日（土）２１日（日）関東大会を

開催。男子ｚｏｏ、女子健友会（共に千葉県）が

優勝。

空 手 ８月１８日（日）に運営委員会と暑気払いを開催

※ 各協議会との懇談では、野球協議会の運営委員会（７

／２２）の際に懇談。

※ 広島の反核平和マラソン交流集会（８／５～６）に

園川理事長と佐々木事務局次長が参加。

※ 大型の組み立て棚を購入し、事務所の収納が改善。

主な討議事項

２０１９年度活動方針がどのように実践されているか話

し合われました。

１．組織・財政関係

〇 自治体要請署名を民主団体を中心に２５団体に送付。

集約に入る。９月３０日一次集約。１０月下旬二次集約。

〇 夏季カンパ63,000円に。目標に到達できず。不断の

追求を。

〇 各協議会との懇談会は９月１４日（土）にスキー協議

会役員会の開催前に行う。田久保副理事長が参加。本田

副理事長・佐々木事務局次長はスキー協側で出席。

２．平和・護憲関係

〇 ２０２０年福島～長崎平和マラソンの下野（栃木）～

夢の島（東京）区間を千葉が担当する。

３．組織運営関係

○ ２０２０年の全国スポーツ祭典の会場確保の一環でミッ

クスバレーボール会場としてポートアリーナ、花島体育

館の２箇所を仮予約。

○５０周年記念行事日程を変更。

第1候補：2020年11月8日（日）

第2候補： 同 年11月3日（火・祝）

〇 全国連盟でWebを利用した大会エントリーシステム

を開発。各協議会にお知らせする。

『リハビリ治療は予防治療ですよ』

－－スポーツドクターからのアドバイス

2017年10月、全日本ベテランテニス選手権大会に

シングルス、ダブルス両方の出場決定となりました。

ところが大会１週間前、左足底が痛くなり、歩く

ことも苦しく、当然出場辞退となりました。

痛みや、今後の不安からスポーツドクターのいる病

院へ駆け込みました。

『リハビリを中心とした治療をしましょう。自分

の全身が、どのようになっているかを知らなければ

なりません。足底の痛みも、股関節の硬さから来て

います。』

「え？ 痛み止めの注射や薬は？ 今まで股関節が

硬いなんて考えてもいなかったし、このままでは、

これからも、いろいろな部位に故障が出てくるなん

て考えてもいませんでした。」

ストレッチ、マッサージの治療が始まりました。

２週間ほどで痛みもなくなり、これで通院も終わり

かと思っていたら、『今後もテニスなどのスポーツ

を続けるのなら、リハビリ治療を続けて、股関節を

柔らかくしなさい。』

スポーツドクターとリハビリ室との話合いで、現

在も週１回のリハビリ治療が続いています。

ストレッチ指導と『コリを抜く』（担当リハビリ

医師の言葉）治療のおかげで、２０１８年１９年と

大きな故障がありません。

若い時両足の半月板損傷をした、現在７７歳の私

でも、シングルスの試合をこなせる・・・・リハビ

リ治療の大切さ、ありがたさを痛感しています。

毎回、ドクターやリハビリ担当医師は言います。

『リハビリ治療は、故障してから受けるではなく、

故障しない予防のためにも受けるものです。自分の

身体がどんな状況になっているかわかるからです。』

身体のメンテナンスのためにも、週一程度の病院

又はマッサージ医院のリハビリ通院をお勧めします。

冨田 登喜子（千葉県テニス協議会副会長）

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 幸

②代 表 者 永見綾子
③チームの連絡先 千葉市緑区 佐藤 久美子
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）
昭和５４年頃、幸二小PTAの方達が母体となって発
足したクラブです。
今は地域の卓球の活動の場として練習に切磋琢磨して
います。練習場所は幸町小学校（旧幸四小）で毎週
日曜日の１３時から１６時３０分まで行っています。卓
球台は８台を使用。 前半は合同練習で後半は個別練
習をしています。
会員は今年度３３名となりました。
特にきまった指導者はいませんが、経験者の中でそれぞれ
の持ち味を生かした指導法を出し合いみんなのものにして

います。
メンバーは男女で卓球への思いもそれぞれです。各自の
年齢を加味しながら、健康維持・管理を考え練習してい
ます。
試合にも積極的に参加し、特に女性のメンバーは県や
千葉市の家庭婦人の大会など多くの試合に参加し活躍
しています。

⑤クラブのアピール
今年度は男性のメンバーも１２名と多くなり、試合に

参加する機会も増えています。
新日本スポーツ連盟の全国大会予選会にも参加。
今年度の全国大会には目原美幸さんが６０代に出場
します。 女性部員を募集しています。経験者は特に大
歓迎です。
毎週の練習の他、年１回の合宿や新年会等会員の
親睦を深める楽しい行事も企画しています。

クラブ紹介

幸
卓 球

クラブ紹介掲載を希望されるクラブは、６０

０字程度の原稿と写真３～４枚を新日本スポー

ツ連盟千葉県連盟事務所までメールに添付し

てお送りください。



SPORTS CALENDAR

９月 １日（日） 野球リーグ戦、テニス予選女子Ｗ

９月 ７日（土） 野球協議会キャプテン会議

チーム対抗テニス大会

９月 ８日（日） 野球協議会リーグ戦

９月１４日（土） テニス協全国大会予選会・壮年男女Ｗ

９月１５日（日） 野球リーグ戦，テニス予選会 混合Ｗ

９月１６日（月・休） 祭典・野球トーナメント戦

テニス・男女別２ペアチーム対抗

９月２０日（金） ウォーキング例会

９月２１日（土） テニス全国大会予選 男女Ｓ

９月２２日（日） 祭典・野球協議会トーナメント戦

サッカー協議会リーグ戦

9月２３日（日・休）祭典・野球協議会トーナメント戦

祭典・卓球大会・ダブルス戦

９月２９日（日） 祭典・野球協議会トーナメント戦

サッカー協議会リーグ戦

男子シニアテニス大会・壮年男子Ｗ大会

１０月 ６日（日） 祭典・野球協議会トーナメント戦

サッカー協議会リーグ戦

シニア女子・壮年男子Ｗテニス大会

１０月１２日（土） 祭典・野球協議会トーナメント戦

テニス男子・女子・混合チーム対抗

１０月１６日（水） ペアマッチ卓球大会

１０月１８日（金） 月例ウォーキング

１０月１９日（土） 鈴木杯テニス大会

１０月２０日（日） 祭典・野球協議会トーナメント戦

１０月２７日（日） 祭典・野球協議会トーナメント戦

男子シニアテニス大会

９月 10月

今年の夏も阪神甲子園球場では、白球を追いか
ける高校球児の姿が連日報道されています。この
原稿が読者の皆さんの目に触れる時は優勝校も決
まっている時期になりますが。。。
さて、今年の高校野球を語る上で忘れられないの
は、甲子園出場をかけた県大会決勝戦で岩手県
立高校・佐々木郞希投手を登板させなかった同校
監督の判断を巡る議論が話題を呼んでいます。
準決勝に続き決勝での連投は投手生命にも影
響するとして佐々木投手を登板させなかった同校
監督のコメントを聴くと、選手の将来を考えての判
断は懸命であったと筆者は思います。
外野では何故登板させなかった！という無責任な
議論もあるようですが・・・・
ある調査によりますと、少年野球で投手をしている
選手の肘を診断したところ三分の一を超える少年た
ちがなんらかの異常を抱えていると言います。高校
野球では過去にも連投が祟り、肘が曲がらなくなっ
てしまい野球生命を絶たれたしまった高校球児がい
ます。球数制限を行うことが選手生命を長くすること

は根拠があり、野球先進国であるアメリカでは積極
的に取り入られていると言います。それにひきかえ日
本の野球界では、特に負けると後がないという高校
野球、とりわけ甲子園大会では顕著ですが、球数
制限何するものぞ、勝てばいいという「勝利至上主
義」が優先し、エース一人だけに頼るチームでは連
投を強いる図式となります。
球数制限は米大リーグでは今では常識となってい
ます。100球を目処に先発投手はその先投げたくて
も交代。さらにジュニアに対する球数制限は徹底し
ており年齢にそった球数を設け厳しい措置を課して
います。
甲子園に出場することは高校生にとっては確かに一
生の思い出になるかもしれませんが、「勝てばいい」
という考えを優先することによって、将来有能な人材
を潰してしまうことは許されることで
はないと思います。「暑い夏」に
「熱い話題」で考えてみるのも一興
とおもいませんか？

高校野球の球数制限
将来ある才能を伸ばすには必要かも。。。


