
9月23日 〔月曜 祝〕千葉市青葉の森公園球

場で開催された「第53回全国軟式野球大会千葉

県大会」で何も過去全国大会出場経験を持つ栄

町クラブZがk's を9対1で破り 見事優勝の栄冠

を得ました。

この大会

は 1部優勝

チームと 2

位チーム、

2部優勝チー

ム、3部優

勝 チ ー ム

の ４ チ ー

ム に よ る

ト ー ナ メ

ント戦で行われ、同大会優勝 準優勝チームが関

東ブロック大会へと進む事ができます。

当日は大型台風17号の余波を受けてグランド

は強風が終始吹き荒れ、砂塵が舞い上がり試合

が途中でしばしば中断する野球を行うには最悪

のコンデション。

先発両投手の出来が試合を左右する

可能性が大、との予想で予定より早く

午後1時40分プレーボール。

栄町クラブの先発は何度も最優秀選

手にも選ばれているオーバー

スロー本格派 土谷投手。

一方、k's はサイドスロー

軟投派の高坂投手。 1回

裏表は両投手とも無難な立

ち上がり。土谷投手は三者

凡退、高坂投手も3番打者にヒットを打たれる

も後続を断ち零点に抑える。 続く2回裏表も

両投手の調子も良く三者凡退。

ひょっとすると投手戦の様相！を感じさせま

した。しかし、この予想を見事に裏切り試合が

動いたのは3回裏の栄町の攻撃。k's守備陣の乱

れもあり打者一巡の攻撃で5点をもぎ取る。

続く4回にも1点、6回にも3点と着実に加点。

優位に試合をすすめk'sの反撃を5回の1点に抑

え見事優勝。

最優秀選手は準決勝で決勝点につながる2安

打を放った宮本将輝選手（栄町）、優秀選手は

鳩原翔選手（k's）がそれぞれ選ばれました。

栄町クラブZの勝因は、ひとえに守備力にま

さり、更には強風も味方したことが一因ではな

いか、と一観客としての感想でした。
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6月の団体戦、7月の個人戦と続いた千葉県

スポーツ祭典・卓球大会の締めくくりとなるダ

ブルス戦は台風15号の傷跡がようやく収まり

かけた9月23日（月・休）千葉公園体育館で開

催されました。

大会の前日まで「大会は開けるのですか？」

との問い合わせもありました。

ダブルスの組み方は今まで100才～110才な

どと二人合わせた年令を主催者の方で区切って

いたのですが、エントリー数の片寄りがどうし

ても出てしまうことから、今回は主催者の方で

6～ 7ペア

になるよう

に年代を区

切り編成し

ました。

男子ダブ

ルスは

～63才、～91才、～102才、～110才、～116

才、～124才、～133才、～138才、139才以上。

女子ダブルスは～87才、～108才、～114才、

～118才、～123才、～131才、～138才、

～150才としました。

この結果一番若いペアは市東卓球倶楽部の星

野・宮沢組と松坂・寺本組の30才ペア（女子）

から幸の大多・八代組の155才ペア（男子）ま

で正に老若男女の集う250名の大会となりまし

た。

体育館脇の駐車場では収容できないと判断、

第二駐車場も確保。Ｈ

Ｐで乗り合わせて参加

するように呼びかけ何

とかトラブルも無く開

会式を向かえる事がで

きました。

いつもは早く進行する男子ダブルスが接戦続

きで午後3時を過ぎても終わらないブロックも

あり、その後の混合ダブルスが終了したのは午

後8時近くにもなりました。

参加者からはＨＴＴＣの鈴木さん「沢山試合

が出来て充実した一日でした」。

チームへなちょこの坂野さんは「こんなに試

合ができて最高！」。

なのはな君津の二見さん「さすが60才を過ぎ

るとミックスは疲れますね。でも楽しかった。」

とのコメントを頂きました。来年はチーム数を

制限しなくてはならないかもとの意見も出され

ました。

（文責 金子泰夫）

女子ＷＡ－１優勝 女子ＷＡ－２優勝

男子Ｗ－1位

男子ＷＡ－２優勝
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5月25日・26日、日野・北尾・石橋・小川・齊藤・小

原・浅沼・建部の8名でスポーツ連盟全国ウォーキング

協議会主催の「全国交流ウォークin中山道」に参加。

日野車に8名乗り込みスポーツセンター駅を出発。一

路「恵那峡グランドホテル」に向かいました。思いがけ

ず車窓からはまだ雪の残っている南アルプス、八ケ岳、

中央アルプスの山並みを見ることができ大喜び。石橋さ

んのガイドによると大変ラッキーとのこと。時期がよかっ

たようです。

ホテルに着くと、夕食まで恵那峡の散策を楽しみまし

た。

今回「全

国交流ウオー

ク」には14

都道府県、

225名が参

加。

全国のウオー

キングクラブの仲間が集まるので、東北弁、大阪弁、名

古屋弁など方言が飛び交う交流会でした。実は前夜祭の

交流会でオープニングで歌うことになっていた木曽節の

歌い手さんが急病で出演することができなくなり、日野

と石橋でオープニングの太鼓を演奏するという一幕もあ

りました。

あくる日、いよいよ中山道ウォーキング。男性4人は6

キロコース、女性4人は馬籠・妻籠を歩くゆっくりコー

スに参加しました。

馬籠宿、妻籠宿が当時のままきちんと保存してあるこ

とに感動。ここに住んでいらっしゃる方、そして地域の

人たちの苦労をかみしめながら歩きました。

実際に中山道を

歩くのは初めての

経験。いつの間に

か「この急な坂道

を歩くのは大変だっ

ただろうな」「皇女

和宮はこんな急な

道を江戸に向かったんだ」など当時の人たちの気持ちに

なって歩いていました。

これからの予定として、10月ごろに「関東ブロックウォー

キング」として館山戦跡巡り、来年の10月ごろに全国ウォー

クとして「箱根旧街道ウォーキング」が計画してありま

す。みんなで参加してみませんか。歩くことが苦手な人

でも参加できるように計画してあることが特色です。

９月例会「そうめんパーティー・木漏れ日の里散策」

報告

9月20日（金）

の例会は台風15

号害直後の例会

でした。木漏れ

日の里にて「そ

うめんパーティー」

を開催。「木漏れ

日の里」周辺（千葉市若葉区）は軒並み大木が倒れ呑気

にウオーキングをする状況にはありませんでした。

予定では「関東ブロックウォーキング」を「南房総戦跡

巡り」と称して出かける予定になっていましたが、この

ような状況なので落ち着くまで延期ということにしまし

た。

ウォーキング協議会の例会の特徴は何といってもスポー

ツ連盟のキャンプ道具を使っての手作り昼食のイベント

です。今回のメニューは「そうめん」「天ぷら」。揚げた

ての天ぷらをそうめんと一緒に食べようという企画です。

そうめんパーティーの後は「木漏れ日の里」周辺の

「旧東金街道」散策となりました。

街道筋の樹木が軒並み倒れ危険な状況でした。それに

しても杉の木をはじめたくさんの大木が倒れていとには

びっくりしました。

途中、栗の木がたくさん倒れていたので思わぬ栗拾い

となりました。名も無き小山をゆっくり散策するのもな

かなかいいものです。

日野正生・記



９月１９日（木）事務所にて常任理事会を開催し、 来

年の全国スポーツ祭典開催などについて協議確認しました。

主な活動報告は

署名活動 千葉県と千葉市に対し予算増額等の要請をする

ための署名に取り組んでいるが対県１３７，対市

１５５筆と目標に到達していない、各種大会等で

署名活動に取り組む。

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、ほぼ毎週大会に取り組んでいる。雨

天中止や役員の病気などアクシデントもあったが

概ね順調。

※ 各協議会との懇談では、スキー協議会の運営委員会

（９／１４）の際に懇談。

・県連盟の存在が余り知られていないことが浮き彫り

に、また、高齢化の波が連盟にも押し寄せてきてい

る事が話題になった。

※ ２０２０年に予定されている、福島から長崎までの

１，８００㎞反核平和マラソンの日程がオリパラの日程

と重なっていることから対応を全国実行委員会と協議す

る。

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

し合いが行われました。

１．組織・財政関係

〇 自治体要請署名について、卓球大会で受付の際に配布

する。回収に廻る時間が無くても配布する：宣伝になる。

〇 各協議会との懇談会は１０月にテニス協議会役員会の

開催に合わせて行う。出席者は日程が確定してから。

他協議会との懇談は常任理事が選出されている協議会か

ら。

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。具体化は未だだ

が、参加できる人間を確定していこう。

３．組織運営関係

○ 全国連盟で開発したWebエントリーについては、無

料の期間が不確定なこと、使えそうな大会が少ない事な

どから、無料の期間の確認などを行い再度検討する。

○５０周年記念行事について。

日程

第1候補：2020年11月8日（日）

第2候補： 同 年11月3日（火・祝）

会場

千葉市土建会館を仮に押さえているが、穴川コミュニティー

センターにも、ステージ付の適当なホールがあったこと

から、そちらにも申し込んでみる。

〇 ホームページにアップするコンテンツを寄せてもらう。

当面署名用紙と卓球団体戦をアップする。

ラグビーと新日本スポーツ連盟

掲げるスピリットは同じ

今年は日本でワールドカップが盛んです。特にラグ

ビーはアジアで初めての大会として、ルールの説明

や観戦する際のポイントなど、マスコミが熱を上げ

ています。

私もじっくりラグビーを観るのはほぼ初めてで、

あの巨体がぶつかり合うスポーツは怪我をしないの

は、よほど鍛えているからだと思っていました。

その思いに間違いないでしょうが、もうひとつ感

動したことがあります。それはラグビーのルール、

特にボールを持っている選手しかタックルしてはい

けないこと。 ボールの取り合いで団子のように選

手が重なっても、「私はプレーに参加してない」と

アピールする姿を何度も見ました。

またオフサイドになる場所にいる選手は何もせず

に自陣に戻る姿も見えます。

トライを決めても「俺が決めたぞ」ではなく、み

んなで喜び合う。試合

が終わればリスペクト

しあうノーサイドの精

神、観客席も互いに入

り混じって応援する景

色、もちろん世界一を

めざすのですから勝ち

負けはあるけれど、それを超えて試合を観た後の爽

快感を味わうことができました。

私たちスポーツ連盟が掲げているフェアプレイの

精神がそこに形として表れていると感じた次第です。

スポーツを楽しみたい、もっとうまくなりたい、

試合で勝ちたい。いろいろな思いでスポーツをして

いく中で、フェアプレイの精神は絶対に外してはな

らないし、この精神があるからこそ観る人にも爽や

かな感動を与えるのだと思います。

本田 満

（千葉県連盟副理事長）

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 Ｍａｃｏｔｔｓ（マコッツ）
②代 表 者 青山 功一郞
③チームの連絡先 千葉県千葉市若葉区

（連絡希望の方は県連盟事務所まで）

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）

チーム名の由来：2013年10月頃、ミックスバレーに絞っ
て高校のOB ・OG 達とチームを立ち上げた際、高校時
代に同じ顧問の先生に指導を受けたメンバーで作ったチー
ムなので顧問の先生の名前「誠（まこと）」を頂いたこと
と誠先生の教え子という意味を込めて「マコッツ」にしまし
た。（現在、チーム初期メンバーは代 表のみ）
チームの特徴：男子は社会人が多いですが、女子は大
学生を主体としており平均年齢が
２０代前半の若いメンバーが多く良くも悪くもコート内
でうるさいチームです。
練習日程：毎週土曜日・船橋市内の小学校の体育館
を利用し、午後5時頃から8時頃までUnityというチーム
と一緒に練習しています。活動地域は練習場所が船橋
ですが県内でも遠方（銚子）から来てくれる部員もい
ますよ。

登録人数：幽霊部員を合わせると２５人程度です。
男子が10名程度、女子が15名程度になります。
募集はネットなどを通じて随時募集しています。
チームを立ち上げて5年になりますが比較的世代交代は
うまく行えていると感じています。
⑤クラブのアピール
メンバーの中には春高バレー出場者やインターハイ、イ
ンカレ等で活躍したメンバーも加入してチームのレベルも
上がりました。新スポ連では全国大会もあると聞いてい
ますので是非全国のバレーの強豪チームとの試合ができ
るようになりたいですね。
チームのモットーは楽しくバレーをして大会優勝を目指
す！です。
部活ほどガチではなくサークル程度緩くない、そんなチー
ムです。
⑥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）
千葉は他の都県に比べ男女混合のバレー大会が少な
いのでこのような大会がもっと増えてくればいいと思います。
千葉県ミックスバレーボール協議会への加盟もチームのみ
んなと検討してみますね。

クラブ紹介

Macotts
ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

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

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
男子・女子・混合

チーム対抗テニス大会
１０月１６日（水） ペアマッチ（初・中級）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

１１月 ３日（日） 祭典・野球協議会トーナメント戦
祭典・陸上記録会

１１月 ４日（休） 祭典・野球協議会トーナメント戦
１１月１０日（日） 祭典・野球協議会トーナメント戦

男女別３ペアチーム対抗テニス大会
第１８回mixﾊ ﾚ゙ｰﾎﾞー ﾙ千葉市大会

１１月１５日（金） 月例ウォーキング
１１月１７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
第２６回鈴木杯テニス大会

１１月２１日（木） 卓球協議会 卓球講習会
１１月２４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
混合Ｗ３ペアチーム対抗テニス大会

１１月３０日（土） 祭典・野球協議会トーナメント戦
第３８回春季テニス大会

全国バレーボール大会 １１月９日・１０日 愛知
全国軟式野球大会 １１月９日・１０日 岡山

全国テニス大会 １１月２３日・２４日 愛知

10月 11月

1976年モントリオール大会以来44年ぶりにオリン
ピック出場権を得て、NBAに日本人として一巡目で
ドラフト指名され進境著しい八村 塁（はちむら る
い）選手や同じ米国で活躍している渡辺 雄太
（わたなべ ゆうた）選手、元NBA選手・ファジーカ
ス・ニック選手を加え「歴代最強」との声もあった日
本男子バスケットボールチーム。
8月31日から開催されたワールドカップ中国大会

（中国・上海）での活躍が期待されていたが、1次
リーグ・5戦全敗・出場32チーム中31位・8強を争う
2次リーグ進出は不可という不本意な結果となった。
ベテラン選手の一人は「日本も強くなったが世界も
レベルアップしていた。負けが続くと自信もなくなって
しまう。」と今のチームの雰囲気を説明している。
確かに、Bリーグの盛り上がりやワールドカップ前の
強化試合で見せた強さは、アジアでの日本の強さを
裏付けるものがある。
しかし、この度のワールドカップ中国大会・1次リー
グで対戦したアメリカ・トルコ・チェコ戦では、柱となる

八村選手が徹底的にマークされ、更に対戦相手か
らは3点シュートが次々に決められたりして、前半は
そこそこの試合ができたものの、攻撃に苦しんだ結果、
後半は点差が広がり息切れ。
アメリカ戦ではプレーのスピード、シュートの質など
すべてにおいて相手が勝り、まさに完敗。
アジア勢で2次リーグに進んだのは、中国・オースト
ラリアの2か国のみ。
アジア全体の底上げを連携してレベルを上げてい
かないと本番でもワールドカップ中国大会と同じ結
果が待っている可能性が高い。しかし、本番までの
11か月間、合宿等チーム力を上げる機会はほとん
どないという。「個のレベルアップが必要」、「Bリーグ
勢が3名に追いつかないといけない」との声が今回
出場した選手からも聞かれる。現有勢力で世界で
互角に戦うことはかなり厳しい状
況だが、この危機感を持続して本
番では何とか欧米勢に一泡吹か
せてもらいたい。

新生男子バスケット界に暗雲？
ワールドカップでの惨敗の理由は・・


