
プロ野球が無観客という変則的な形ですが、

3カ月遅れの６月19日（金）にやっと開幕とな

りました！千葉県野球協の試合もコロナ禍の影

響で、3月以降ストップしていましたリーグ戦

も6月7日から始まりました。

野球を始めとして新日本スポーツ連盟の主催

する各大会も今年2月以降はほぼすべてが中止

となっていた中での再開という中で、他の競技

に先駆けて、先陣を切って行われる大会の雰囲

気を少しでも感じようと6月21日（日）稲毛海

浜公園野球場で行われた試合を観戦してきまし

た。

午前11時過ぎ野球場に到着、おりしも第2試

合がA/B 両面の球場で行われている真っ最中。

暫くネット裏で観戦していましたが、選手の表

情にはやっと思い切って屋外で野球ができると

いう喜びに満ち溢れているように見受けられま

した。

第2試合終了後、事前に審判団からお勧めの試

合は？と情報収集していた全国大会出場経験の

ある「千葉北BULLS」対「闘球会」の当日の第

3試合となる両チームの対戦をバックネット裏

からじっくりと楽しみました。

テレビ観戦もいいですが、やはり野球は太陽

がさんさんと照り付ける屋外でのスポーツが似

合いますね！（残念ながら当日はあいにくの曇

り空でしたが・・・）

さて試合展開で

すが、開始前のじゃ

んけんで「千葉北

BULLS」の先行、

「闘球会」の後攻

で午後12時27分

プレーボール。

1回の表裏は両チームともやや硬さが残るの

か、はたまたピッチャーの出来がいいのか,両チー

ムとも無得点。

ただ、BULLSの先発・川村投手の速球が素晴

らしく1番2番とも三振、続く3番には死球を与

えるも4番をキャッチャーゴロに仕留める上々

の立ち上がり。

続く2回表、BULLSは先頭打者の内野安打、

死球、ヒットと打線

がつながりノーアウ

ト満塁の先取点のチャ

ンス。このチャンス

にBULLS 打者の打

球は3塁ゴロ。しか

し、3塁走者の好判断で本塁を陥れ、1点先取。

続く3回表もBULLS 打線が爆発。連続ヒット

で再びノーアウト満塁の好機を作り、続く打者

もヒット、四球、二塁打と繋がりなんと6点の

ビッグイニング。

一方、闘球会は3回裏の攻撃で1点を返した

ものの反撃はここまで。4回表またまた打線が

つながったBULLSは相手投手の乱調もあり、こ

の回四球がらみで3点追加。
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BULLSメンバー勢揃い！



闘球会は投手交代を試みるもBULLESの勢いは止

められず。

そして最終回のマウ

ンドにはBULLSのエー

ス・阿比留投手が立ち、

先頭打者を四球で塁に

出すも後続を３者連続

三振に切って落としゲー

ムセット！

本来7回戦で試合を行うのですが1時間半で終了

するというルールもあり、5回終了時点10対１を

もって午後2時過ぎに終了。

試合終了後に監督に勝因を伺いますと「今日の

ヒーローは1点に抑えた川村ですね。」ということ

で当のご本人にインタビュ―したところ

「実は本職はキャッチャーなんです。うちのエー

スは最後に投げた阿比留さんなんですよ。でも

（先発の）マウンドに立つからには完全試合を目

指したいです。」

と恥じらいながらも力強い言葉が返ってきました。

惜しくも負けてしまった「闘球会」の選手達も

試合終了後はBUL

LSの選手達と一

緒になってグラ

ンド整備を行う

姿が印象的でし

た。

残念なのは、選手が集まれなくて中止となった

試合がいくつかあったということです。

仕事も職種も違うメンバーで構成されているク

ラブチームが抱える問題を垣間見たようでした。

（観戦記 園川峰紀）

６月１８日（木）スポーツ連盟事務所で、今

期第2回目となる常任理事会が、園川理事長の司

会で進められました。

【確認・報告事項】

第1回の常任理事会以降の活動について金子事

務局長から報告を受けて討議

・野球大会やテニス大会の再開について

・反核マラソンの中止について

・ミックスバレーボールの参加チーム募集につ

いて

・再開に当たっての健康チェックシートについ

て

などについて、報告を受けました。

【討議事項】

◎予算案の見直しについて、第1回の常任理事会

以降、全国連盟の負担金の見直し（1／2減額）

等により、支出を抑えることができることが

明らかになり、それを反映させた補正予算案

を理事会に諮ることを討議しました。

◎今期の常任理事会体制については、全員留任

で、調整を進めてきましたが金子事務局長の

体調不良や監査の松井さんが物故されたこと

などにより当初予定を幾分変更しました。

金子事務局長 ⇔ 佐々木事務局次長

松井監事 ⇔ 稲葉監事

サッカー協議会理事⇒ 磯部理事

◎50周年記念行事について

・愛知県連盟の50周年記念行事等を参考に吉

川常任理事が理事会までに素案を用意する

事が確認されました。

・記念誌紙の発行、座談会の設定等について

◎理事会に諮る議案の内容について

・役員の承認

・補正予算案の承認

・全国総会代議員の選出

・50周年記念行事について

・各協議会の活動状況

・SportsNetちばへの執筆について

◎現在連盟で使用しているＰＣを買い換える

ことについて

・32ビット（64ビットが現在の趨勢）

・ＵＴＭ（ファイアーウォール）契約が終

了する

・オンライン会議用のカメラ、マイク、ス

ピーカーが装備されていない

と言った状況もあり、早期に買い換えるこ

とを検討しました。

＊ 現在使用している3台のＰＣの内2台は

金子事務局長の私物でした。

◎スポーツネットちば7月号の掲載記事につい

て、内容と担当執筆者を確認

常任理事会報告

5回裏 リリーフエース

阿比留の力投に三振！



①クラブ（チーム）名 千葉北ＢＵＬＬＳ
（ちばきたブルズ）

②代 表 者 鈴木 敦
③チームの連絡先 新日本スポーツ連盟千葉県連盟
（連絡希望の方は↓まで）
メールアドレス njsf1970chiba@gmail.com

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）

元々、同じ高校の野球部で活動していたメンバーが中
心となり、約30年前に創立。

メンバーの仕事、家庭などの環境変化に応じて、メンバー
も入れ替わり、今では20代前半から５０歳超まで、多
様な選手が在籍しています。

2018年は、
久々の全国
大会（岩手
県）に も出
場しました。
全員が高

校での野球
経験者であり、
明るくまじめに取り組んでいます。

⑤クラブのアピール
現在、居住地、仕事、家庭と、置かれた環境はバラバ
ラであるため、集まって練習することが難しい状況です。
その中で、個人でそれぞれできる事をこなし、技術・体力
の向上に努めています。
今年も全国大会を目指し、チーム一丸となって1つずつ
勝っていきたいと思います。

クラブ紹介

千葉北BULLS
野 球

クラブ紹介掲載を希望されるクラブは、600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。

今年も８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５００筆を超える）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。

昨年は、台風による施設の被害が著しかったた

め、施設修復の目処などについても話し合ってき

ました。

また、残念ながら中止になった全国スポーツ祭

典の会場確保（テニス・野球・ミックスバレーボー

ル）への協力要請なども行ってきました。

今年も、延期されたオリンピック・パラリンピッ

クの会場指定により、一般の使用が制限されるこ

となど、様々な課題について協議の予定です。



安倍内閣の一方的解釈（閣議決定）による
黒川弘務前東京高等検察庁検事長の定年延
長を合法化する検察庁法案をこともあろうか国民
が苦しんでいるコロナ禍の中、「ごり押し」しようとす
る安倍内閣の姿勢は火事場泥棒とも揶揄され、
ネットで拡散された「＃検察庁法案に抗議します」
のツイッターは1千万人を超える賛同者を得て、
安倍内閣は同法案の強行採決を断念し取り下
げた旨報道されたことは最近まれにみる世論が政
治を動かした出来事でした。
この運動の中で、日本のスポーツ選手も賛同の
ツイッターを少なからず発信しています。例えばバ
レーボール元日本代表・大山加奈さんも抗議の
声を挙げています。
「（芸能人や競技者が）日本ほど政治のことを
話さない国はない。もっと話そう。」サッカー元日本
代表・本田圭佑選手はツイッターでこのように呼び
かけています。
また、今アメリカでは白人警官に殺された無抵

抗の黒人男性暴行死事件が発端となった人種
差別反対の運動が日本も含めた全世界で燎原
の火のごとく広がっています。

テニス界でも女子プロテニス選手・大阪なおみ
選手が、この人種差別反対の行動に賛同を示し
ています。「選手は政治にかかわるな。ただ、楽し
ませればいいという意見が大嫌い。」
スポーツ選手も有権者の一人。日本でも欧米

と同じように社会問題や政治に対して発言するこ
とは何ら不自然ではないと思います。
ネットの世界では、「スポーツと政治を混同する

な。」等の意見も出ているそうですが「選手はただ
楽しませればいい。」という内容は裏を返せば「選
手はスポーツ馬鹿であればいい。」とみなす「侮辱
的」な発想です。
私達が掲げている「いつでも、どこでも、だれでも
スポーツを！」という考え方は、公共スポーツ施設
の拡充や市民スポーツの普及拡大というスポーツ
を権利として訴えている内容を含みますので行き
つく先は政治問題となります。
これからもどしどし政治に働

きかける必要がスポーツ選手
を始めスポーツ関係者に求め
られる時代ではないでしょうか？

スポーツ選手は政治的発言をしてはいけないのか？

７月 ４日（土） なのはなテニス大会・女子ダブルス
５日（日） 祭典・テニス大会・男子シングルス

関東ブロックバレーボール大会（中止）
野球協議会 リーグ戦
サッカー協議会交流戦

１２日（日）野球協議会 リーグ戦
関東ブロックバレーボール大会（中止）

１８日（土）祭典・テニス大会・男女ダブルス
１９日（日）反核・平和マラソン （中止）

野球協議会 リーグ戦
２３日（木）野球協議会 リーグ戦

祭典・テニス大会・シニア男女ダブルス
２４日（金）祭典・テニス大会・女子シングルス
２６日（日）野球協議会 リーグ戦

第９回全国理事会 ７月５日（日）

８月 １日（土） 祭典・テニス大会・混合ダブルス
２日（日） 野球協議会リーグ戦
８日（土） 祭典テニス大会男女別３ペアチーム
９日（日） 祭典テニス大会混合Ｗ３ペアチーム

ミックスバレーボール交流大会
野球協議会・リーグ戦

１５日（土） 全国スポーツ祭典特別大会・男子Ｗ
１６日（日） 野球協議会リーグ戦
２３日（日） 全国スポーツ祭典特別大会・女子Ｗ

祭典・バレーボール大会（６人制）
野球協議会リーグ戦
サッカー協議会交流大会

２９日（土） 全国スポーツ祭典特別大会
３０日（日） 野球協議会リーグ戦
２６日（日） 野球協議会 リーグ戦

７月 ８月
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