
第55回千葉県スポーツ祭典・バレーボール千葉

県大会が8月24日（土）・9月22日（日）に男女予

選リーグ戦、9月28日（土）に男女決勝トーナメ

ント戦が千葉市内各体育館（磯辺SC/宮野木SC）

にて開催されました。

本大会は、女子上位4チームと男子上位4チーム

が11月9日、10日に開催される全国大会への出場

権が掛る大事な大会でもあります。

今年のエントリーチームは、女子チームが5チー

ム、男子チームが13チーム。8月24日・男子3チー

ム総当たりリーグ戦を皮切りに、9月22日・予選

リーグ戦2日目は、女子4チーム、男子10チーム

が決勝トーナメント進出を掛け戦いました。

熱戦の結果、女子は松戸ダイヤモンド・健友会・

Flap・INGの4チームで全国大会優勝を目指すこ

とになりました。

男子はＡシード枠に八街排球倶楽部・清球会・

ROAR・Big Ban Boysの4チームが、Ｂシード枠

にLv1・Amethyt・Andoromeda・ELVの4チー

ム、Ｃシード1枠はKTAGが入り最後の枠を埋め

ました。

※各トーナメント戦結果は下表のとおりです。

今大会結果を纏めると、女子の部は優勝Flap、第

2位ING、第3位松戸ダイヤモンド、健友会、また、

男子の部は優勝清球会、第2位Big Ban Boys、第

3位Lv1、KTAGとなり、これら男女各4チームが

県代表として11月9～10日に愛知県で開催される

全国大会に推薦される事となりました。

また、先の関東大会

ブロック男子優勝のZOOも関東推薦で全国大会へ

の出場権を得る事が出来ました。

この事は、関東における千葉県のバレーボールの

レベルの高さはもちろんの事、県内各有力チーム

を含め県内での新日本スポーツ連盟への関心の深

さが伺える事にもなりました。

また、大会運営に関しても各チームともコート設

営、試合進行などから撤収作業まで率先して協力

をして頂き、大会役員も各チームや選手方々の質

の高さに驚いた程でした。

最後に、千葉県代表の各チームにおかれましては、

全国大会では県代表として日ごろの実力を遺憾な

く発揮して上位を占められる事を期待して今回の

大会報告を終えさせて頂きます。 （吉川 明）
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第２２回全国テニス選手権、千葉県予選が８月

３１日（土）男子ダブルスに始まり、女子ダブル

ス、混合ダブルス、９月２１日（土）の男女シン

グルスまで熱い大会が開催されました。

すべての試合、リーグ戦後順位別トーナメント

（コンソレ有り）方式で行われました。

県予選には他の大会出場者に加えて一段上の上

級者が参加する為、見応えのある試合が多くあり

ました。

試合の進行上、１セットマッチにしてみました

が、タイブレークになった試合は意外に少なかっ

た様です。

その中にあって女子ダブルスの川崎・板倉ペア

はコンソレトーナメント準決、決勝と２試合連続

のタイブレーク！。 日没ぎりぎりまでお疲れ様

でした。

優勝出来て良かったで

すね！来年は本戦で是非

全国に！

県予選全体を通し、今年は終了してみれば全体

的に番狂わせが無く順当に代表が決まった感じが

します。

男子ダブルスは昨年準優勝した成田・大串ペア

がリベンジ、今回は優勝！２年連続全国です。

混 合

ダ ブ ル

ス は 、

中 村 ・ 三

國 ペ ア が

優勝！

絶 対 に

全国へと闘

志溢れるプ

レーが印象的でした。中村・三國ペアは，昨年３

位で全国に出場したペアです。

男子シングルス、ベスト４は全員を全国に送り

出したい程レベルが高かったです。

昨年全国準優勝の八尋さんが優勝！お母様も応

援に来てました。

今年は全国期待出来そうです！

川崎・板倉ペア

←男子ダブルス優勝

成田・大串ペア

準優勝 →

岩橋・山口ペア

今年で７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を千葉県教育庁教育振興部と千

葉市文化スポーツ部に対し実施いたします。

両部局との話し合いに際しては、署名を（昨年は

約４５０筆）持参し、多くのスポーツ愛好者の声と

いう形で要請を行っています。

スポーツセンターの路面標示やテニスコートの管

理棟の改修など身近な課題から千葉公園体育館の建

て替え問題など大きな問題まで様々な課題に取り組

んでいます。

課題実現のため現在連盟では署名に取り組んでい

ます。

各種目の大会会場で集約しています。

是非ご協力をお願いします。

お詫びと訂正
SportsNetちば１０月号、野球トーナメント戦の写真のキャプション「土屋投手」は「土谷投手」の

誤りでした。お詫びすると共に訂正させていただきます。



千葉県サッカー協議会は、現在第5節まで終了し、

昨シーズン優勝のHELLCATSとベテランが揃う

エムドリが勝ち点10で首位となっています。

下位チームとの差もそれほど大きくないので、ま

だまだ巻き返

しは十分に可

能です。

どのチーム

も、よい準備

をしてリーグ

戦に挑んで欲

しいと思います。

今シーズンは新規に3チーム増加し、装い新たに

スタートしました。

新規チームはグラウンド使用時の注意点など不明

点も多くありましたが、準備から片付けまできちん

と対応頂き、円滑にリーグ運営を進める手助けをし

てくれます。

こういった共助精神の基、リーグ運営が成り立っ

ています。リーグの精神として今後も大切に育んで

いきたいと思っています。

リーグ戦評としては、どのチームもレベルが高く、

試合は白熱した展開を見せています。

しかし、上位は以前からの協議会所属チームとなっ

ており、一

日の長と

いうので

しょうか、

戦い慣れ

ていると

いう事も

あります。

しかしながら、

現在中位の

アトレティコ君津

など、実力がそも

そもあるため最後

までどうなるのか、

展開が読めないところです。

リーグはHOME＆AWAY方式を採用しているた

め、同じ相手とは2回戦うチャンスがあります。

まだ折り返し手前ですが、下位チームも一度負け

た相手にリベンジを果たすチャンスがあります。そ

ういったチャンスをぜひ生かしてほしいと思います。

リーグの進捗状況は順調とは言え、必ず問題は発

生します。

台風被害などサッカーどころではない天災、グラ

ウンドの使用状況次第で使用不可となる場合もあり

ます。

わたしたちのリーグは、天災への延期分の対応方

法、問題を残らず取り上げての対応など、反省や経

験を次年度に生かし、時にはルールに反映したりし

ながら、「選手ファースト」を念頭に成長してきた

リーグです。

しかしながら、同じ仲間だけでは、雰囲気やルー

ルがいつの間にか澱むこともあり、新しい血が必要

な時もあります。

今シーズンはちょうどチームが半数変わり、ひと

つの転換時期を迎えています。

今後も成長するために、今の雰囲気を大切に、時

に厳しくお互いを監視しあい「選手ファースト」の

もと，進んでいきたいと思います。

引き続き応援の程宜しくお願い致します。

サッカー協議会運営委員長 磯部 宙

サッカー協議会主催のリーグ戦について

運営委員長の磯部さんに寄稿いただきま

した。



１０月１７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。

＜連絡報告事項＞

・ランニング 11/3(日)開催の陸上競技大会申込は

9/30に終了。

・ウォーキング 10/11(金)館山は台風の影響で中止。

11/15にこもれびの里を予定。

関東行事を千葉主管で予定したが、

10/12台風にて来春実施に，日程は未定。

・卓 球 9/23祭典･ダブルス戦に多数参加。

・テニス 11/23-24全国大会。

冨田さんが審判長を務める。

・サッカー 9/22、29、10/6リーグ戦実施。

・野 球 関東大会の結果、全国へ埼玉･よしおかクラブ、

千葉･栄町クラブＺが行くことになった。

・スキー 2020/2/8－10スキー祭典のチラシ配布開始。

11/9－10全国理事会。

・関東 スキー協議会 10/12指導員養成講座は台風に

て11／30に延期した。

・財政 行事が少ない時期だがなんとかやりくり。各協議

会からの入金が若干残っている。夏季募金73,500
円集まった。

<協議事項>

・千葉県は台風15号、19号で大きな被害を受けた。会員

の状況を把握するとともに、全国連盟に報告していく。

・自治体に向けた署名活動 12月１７日（火）に予定し

ている対市交渉に向け500筆を目標に引き続き集めて

いく。 現在 357筆。対県交渉の日程は未定。

併せて要望内容に会員からの声を反映させるため、意見

･ 要望を集約していく。

・種目別協議会との懇談は今までに卓球･野球･スキーと行っ

た。今月はテニス協議会を予定。

・ホームページの充実のため、SportsNetちばに掲載し

たクラブ紹介記事を載せていく。

・ひろば誌の郵送料金請求が実態と合わず(かなり低い)、
合理性のある金額の設定を図ることとした。来年４月改

定の方向。

・Sports Netちばの執筆順番の調整。

・第2回理事会は11月29日(金)19時～、穴川コミュニティ

センターで行う。

・全国の取り組み

① 反核･平和1800㎞マラソンが来年7月に予定されて

いる。千葉県連盟は宇都宮から東京･夢の島80㎞を担当

する。日程･要員など今後詰めていく。

② 全国祭典バスケットボールを千葉県内で実施の方向。

実施可能な会場を確認。

・千葉県連盟50周年記念行事を来年の秋に行う。日程の

調整、会場確保をすすめ、決まり次第周知していく。

勝利至上主義ではいけない

スポーツの力を信じて
（新聞連載記事を読んで）

高校スポーツの全国大会といえば，野球の甲子園

や全国高校総体がテレビや新聞でも報道されよく知

られていますが，「全国高校定時制通信制体育大会」

という全国大会があるのを知っていますか。

先日新聞の連載記事にその様子が紹介され，心に

残る内容でしたので，少し記してみました。

様々な背景を持つ生徒が通う定時制，多くが日中

に仕事やアルバイトをしながら夜学校に行くため，

全員が部活に打ち込めるわけではありません。また，

小中学校で不登校だったり，高校を中退したりとい

ろいろな経験をしてきている生徒も多く，部活が居

場所の一つとして通学のきっかけになり、学校に通

うための心の支えとなっているといいます。

そして，全国大会への出場は自信にもつながりま

す。

ある生徒は「練習が楽しくて、初めて何かに本気

で頑張った経験になり，そこから勉強にも本気で取

り組めるようになった」と言っています。

夜の授業の後で，短時間でも練習したいと，部活

が楽しみで学校を休まなくなった生徒も。

大会は全部で１１競技が行われています。全日制

の高校部活で挫折を経験し，定時制の大会で自分を

取り戻し，輝きを取り戻す生徒も少なくありません。

団体競技では部員数もぎりぎり、初心者も多く、

大差で負けても，また怪我人が出て棄権するチーム

があっても，お互いを理解し、励まし合うことで人

間関係を作ることを学び、生きる糧になっている。

そこには、「勝利至上主義」ではないスポーツを

通し，楽しみながら仲間を大切にする定時制部活の

多様な存在意義があります。

高校生全体の８％しかいない生徒数，年々全国大

会の参加者は減っているそうです。大会は，その存

在意義をよく知る人々の熱意に支えられています。

いつまでも続けられることを応援したいと思ってい

ます。

千葉県勤労者スキー協議会 会長 東山千恵子

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

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ﾊﾞﾚ ﾎーﾞ ﾙー千葉市大会

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

１２月 １日（日） 祭典・野球協議会トーナメント戦 決勝
１２月 ８日（日） サッカー協議会リーグ戦

春季テニス大会

検見川クロスカントリー大会

１２月１４日（土）鈴木杯テニス大会

１２月 ８日（日）新スポ・フェスタ卓球大会

１２月２０日（金）月例ウォーキング

１２月２１日（土）祭典・バドミントン大会

鈴木杯テニス大会

１２月２２日（日）サッカー協議会リーグ戦

全国ミックスバレーボール大会

１２月７日・８日 愛知

全国卓球選手権大会 １２月１４日・１５日 広島

11月 1２月

エリウド・キプチョゲ（ケニア）選手が10月12日
（土）オーストリア・ウイーンで開催された2時間切り
に挑戦するイベントで、見事1時間59分40秒の記
録で2時間切りを達成したニュースにはビックリ！
キプチョゲ選手は2016年リオ・オリンピック大会の
男子マラソンで金メダルを獲得し、現在2時間1分3
9秒の世界記録保持者。2時間を切った上記レー
スは非公認だった為、公式記録とはならないが改め
て人間の可能性を示してくれた。
コースはほぼ平坦な周回コース、風よけに同選手
の前に5人、後方に二人ついたペースメーカーが入
れ替わりながらサポート。ペースメーカーには男子1
万mで日本記録を持つ村山 紘汰選手（旭化成）
も参加。
キプチョゲ選手は1キロ2分50秒のペースを守り、
ハーフを59分台で通過。そのままの勢いでフィニッシュ！
ゴール後も余裕の表情で「私は最も幸せな男、人
間には限界はない。」と喜んだという。リオ五輪後、
2017年のロンドンマラソンでも2時間切りを狙った
が後半失速。2時間0分25秒。それでもすごい記
録である。

今NHKで放映中の大河ドラマ「いだてん」で話題
の「金栗しぇんしぇい」がストックホルムオリンピック
（1912年）に向け1911年に行われたマラソン予選
会で達成した2時間32分45秒は当時の世界記録
（当時の距離は25マイル＝40.225㎞）。
人類は100年余りをかけて30数分を短縮したこと
になる。
因みに女子マラソンも、10月14日シカゴマラソン
でブリジット・コスゲイ選手（ケニア）が、ポーラ・ラド
クリフ選手（イギリス）が持っていた2時間15分25
秒を大きく破る2時間14分4秒で世界記録を更新。
日本記録では、男子は大迫傑選手の2時間5分
50秒。女子は野口みずき選手の2時間19分12秒。
一時マラソンは男女とも日本勢が世界の上位を
占めていたが、やはり東アフリカ勢の強さは群を抜い
た強さがある。
来年の2020東京大会は果してどんな記録が飛
び出すか？それにしても世界のトップラ
ンナーってすごいですね。

ついに2時間の壁を破った！
～～男子フルマラソン世界記録達成‼（非公認）～～


