
新日本スポーツ連盟千葉県連盟（以下「千葉

県連盟」という）は、今年2020年11月17日創

立50周年を迎えます。

コロナ禍の為、当初予定していました千葉市・

穴川コミュニティセンター（多目的室）での50

周年記念式典ですが、飲食を伴う会合が当分の

間不可という状況が続いており、残念ながら先

日開催されました第６回常任理事会で1年先に

延期・見送りということに致しました。

設立当初の50年前の1970年代（昭和40年代

後半）は、1965年スタートした全国連盟も創立

後5年を経過、剣道・テニス・バレーボール・

野球・水泳・ランニング・卓球・サッカーの9

種目で全国種目別組織を誕生させ、ある意味勢

いがあるという時代背景がありました。

千葉県連盟も全国の運動の高まりを受けて組

織の立ち上げが求められていたものの、事務所・

スタッフ・財政等あらゆる面で現在とは比べも

のにならないくらいの高い壁が目の前に立ちは

だかっていたことは想像に難くありません。

そのあたりの事情を改めて深堀すべく千葉連

盟設立にかかわった顧問の方々や長年千葉県連

盟で活動された方々に集って頂き座談会を開催

し、当時の思い出、連盟の現在・過去・未来を

縦横に語って頂きました。

語って頂いた場所は残暑厳しい9月中旬のあ

る昼下がりの連盟事務所。

詳細は別刷りしました紙面をご覧いただきた

いと思いますが、その中でも印象に残ったのは、

A氏が語る「当時は会議があるのは何時も勤務

が終わってから夜遅くという時間帯だったので

会議をしながらうつらうつら眠りながらってい

うのがしょっちゅうだったよ」とか、I氏が語

る「勤務先から千葉迄来るのに大変時間がかかっ

た。なんせ蒸気機関車が一日数本という運行状

況では活動したくても出来なかった」という。

まさに昔日の感があります。

また、長年事務局長という重責を担ってきた

K氏は「千葉県連盟の活動を続ける中で辛かっ

たのは1987年に今の事務所に引っ越した後スキー

行事が停滞し家賃が払えずを大家さんと交渉し

たこと。当時は大会も少なく財政的にきつかっ

たが各協議会ごとの大会やリレーマラソン等の

イベントが軌道に乗ってからはやっと余裕がで

きた事かな」

このような創成期を経て今の千葉県連盟があ

る訳ですが、ここ数年は連盟員の増加も一進一

退の状況が続いています。

この状況は千葉県連盟だけではく全国の連盟

組織・種目別組織にも同様の状況が窺えます。

更に、今コロナ禍の中、今までに経験したこ

とが無い社会情勢に囲まれていますので、今ま

で通りの活動から一皮も二皮も向けた活動スタ

イルが求められていると思います。

いつでも、どこでも、だれでも、そしていつ

までもスポーツを！という新日本スポーツ連盟

創立以来掲げているスローガンをこれからも座

右の銘として続けていきたいと50周年を迎え改

めて心に刻みたいと思

います。

そして「スポーツは

平和と共に」も忘れず

に！
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9月21日（日）千葉県野球協議会主催、トーナ

メント準決勝・決勝戦が四街道総合公園野球場

（四街道市和田）において、午前・準決勝2試合、

午後・決勝1試合が開催されました。

準決勝第1試合は「千葉Meteo」対「福井電

子」 。 試合そのものは見ることができません

でしたがスコアは8対2で「千葉Meteo」が勝利。

第2試合は全国大会出場経験を持つ「K’s 」

と新顔の若手中心の「Smoker」の闘い。

午前11時10分

にプレーボー

ル 。 前 半 は

「K’s」 が5

対１でリード

するも、後半

「Smoker」が追いつき同点となった為、サドン

デスの争いに持ち込まれ、経験豊富な 「K’s」

に軍配があがり決勝戦へと駒を進めました。

「千葉Meteo」対「K’s」の決勝戦は午後1時

25分プレーボール。

1回裏表は両チームとも様子見。ただ、「千葉

Meteo」は準決勝を終えてから約2時間待たさ

れていたことから、準決勝から連投となる先発・

敷田投手は、疲労の色が濃いのか投げる球にも

何となく力が無いような感じを受ける。

この予感が的中したのか、2回表の「K’s」

の攻撃では連続死球で塁に出た二人の走者が揃っ

て盗塁を決め、続く打者の放った内野ゴロの間

に先取点を挙げるや、3回表の攻撃では死球を

足掛かりに3連続ツーベースと打線が見事に繋

がり、あっという間に4点をもぎ取る。その差

を5点と広げる。

たまらず「千葉Meteo」は5回から投手を含

め選手交代繰り返すも5回表には、「千葉Meteo」

が繰り出す投手から3点、6回表にも1点を加え

都合9点。

一方、「千葉Meteo」も負けじと食い下がり5

回裏の攻撃で1点を返すものの、K’s 先発の江

口投手とリリーフの高坂投手にぴしゃりと押さ

えられ反撃も及ばず。決勝戦は点差が開いても

7回終了まで行うとのルールから、思いのほか

時間がかかり2時間を超える試合となりました。

試合後の勝利監督インタビューでK’s河野監

督は「今日の勝因は何といっても江口・高坂二

人のピッチャーの力が大きいです。また3回の

集中打もうまく打線繋がってくれました。

今年は全国大会もないのでこの大会で優勝を

狙っていましたので素直にうれしいです。」と

のこと。

優勝チームの「K’s」は10月4日（日）埼玉・

道満湖・関東大会に出場することになります。

10月4日、K's

は関東大会に

おいて、準優

勝を収めまし

た。（園川記）

準決勝第2試合

K;s 対 Smoker 打った？球は？

k;s 決勝先発

江口投手の力投



スポーツ祭典卓球大会団体戦に続き個人戦を

１０月１０日（土）千葉市公園体育館にて開催

されました。

ポートアリーナでの団体戦同様、体育館入口

での《健康チェックシート》の提出・《非接触型

体温計》による検温と消毒そして入館後プログ

ラムは各自で机上から持参して貰いました。プ

ログラムの中には台拭き用ペーパーも挟み込ん

でありました。卓球台の近くには椅子の上に消

毒液を入れたケースも設置、万全の体制で臨み

ました。

参加者は今回も男子８１名、女子３０名のエ

ントリーと男子が上回りました。

女子が少ないのはご家庭の都合も反映してい

るではないかと思われます。

試合内容はＡからＤまでのランク別とし、選

手の移動を極力少なくする為、男子が６名から

７名のリーグ戦、女子が６名のリーグ戦のみと

しました。

今回小中学生の参加は無かったものの、高校

ＯＢなど若い選手の参加もありました。いつも

は男子の試合進行は女子に比べ速いのですが前

回同様“ゆっくりペース”で進み、勝負より

“楽しんでいる”雰囲気がアリアリでした。

賞品は１位・スポーツタオル、2位靴下、3位

ゼッケンピンでした。7人リーグにはブービー賞

も用意されていました。

参加者からは

「コロナでなかなか大会が無い中、こうして久々

に参加出来たことはとても嬉しかったです。」

（石丸さん）（宇津木さん）

「久しぶりに若い人と試合ができて良かった。」

（本間さん）

「コートチェンジが無く、コロナ禍の中でルー

ルも多少違いがあって間違えることもありまし

たが少しずつコロナの中での試合状況に慣れて

きました。」（高橋さん）

「笑顔いっぱいの大会でとても有意義な時間と

なりました。」（神成さん）

「たくさんのコロナ対策をしていただいた運営

の方々ありがとうございました。」（戎本さん）

などのご意見を頂きました。

写真左 上から

女子ＡＢ－１ブロック

女子ＡＢ－２ブロック

女子ＣＤ－２ブロック

写真右 上から

男子Ｂ－３ブロック

男子Ｃ－１ブロック

男子Ｃ－２ブロック



第48期第６回常任理事会は、１０月15日（木）県連

事務所において常任理事8名の参加（１名はZOOM参加）

で開かれました。

<報告事項> レジュメに沿って報告されました。

・ウォーキング 9/18加曽利貝塚ウォーキング （12名）

10/16佐倉城下町散策 （15名）

・ミックスバレー 11/15の板橋区との交流大会

16チーム確定

・卓球 10/10個人戦

・テニス 雨天中止

・野球 関東大会でK’ｓ決勝進出（準優勝）

・50周年記念の座談会を開催

＜連絡事項>

・ウォーキング 11/20神奈川ウォーキング競技会と合

同で銚子に

・ミックスバレーボール 11/15 板橋区と交流大会

・卓球 12/26千葉市公園体育館 ダブルス大会開催

・ランニング 12/13検見川クロカン開催予定

10/31全国ランニングセンター総会

<協議事項>

1．千葉県連盟50周年記念行事の開催の可否について理

事全員に意見を伺う葉書アンケート結果について

アンケート結果をもとに４役会議で協議し、本常任理

事会でも協議した結果、延期を決定する。

＊年度が変わっても、「50周年記念」として開催する

2．対県・対市交渉について

コロナ禍の元、署名活動が遅れている。昨年度の半数

を目標にして、本腰を入れて集約活動に取り組む

具体的な交渉課題を明らかにしながら、それを会員に

も示し、会員の協力を得る

＊スポーツセンター体育館の修繕問題

＊優先使用について

＊テニスコートの改修 など

千葉県：11月中旬

千葉市：12月下旬

で調整。

３．スポーツ庁の補助金の申請期間が延長（11月末まで）

されたことについて

４．その他

・SportsNet千葉11月号の内容について

・全国連盟のホームページでAmazonのリンクを貼り、

アフィリエイト広告を行っている。

購入はそこから・・・

・県連盟ホームページにメール機能を持たせることにつ

いて

若い頃、両足の「半月板」を損傷し、後遺症

治療の為4年ほど前からリハビリ治療を行って

います。先日の診察時に主治医から「久しぶり

にレントゲン撮影をやりましょう。」と指示が

あり、撮影後にX線写真を見ながらこんなアド

バイスを受けました。「この膝の状態では普通

の人なら15分位しか歩けないでしょうね。ただ、

膝周辺の筋肉が非常に良い状態ですので更に四

頭筋を鍛え『テニス』を続けられるようにしま

しょうか。」

テニスの試合では往々にして一試合3時間も

走る時があります。更に、これから冬になると

膝は痛くなり、階段の上り下りがきつくなりま

す。

私は次のような四頭筋のトレーニングを毎日

行いながら2カ月が経ちましたが、走る、歩く、

曲げるなどがとても楽になってきました。

主治医からも「半月板の周りが以前より良い

状態ですよ。」と言われ内心ほくそえんでいま

す。たいしたトレーニングではありませんが、

私なりの方法を説明します。

１）腰を下ろし両足をそろえまっすぐ伸ばしま

す。

２）両手を下ろして床に着けます。

３）足の「つま先」をまっすぐ伸ばします。時

間は８呼吸間くらい。この時はゆっくり力を

抜いて楽にします

４）足を伸ばしたまま「つま先」をまっすぐに

立てます。

足首が直角になるようにします。時間は８

呼吸間くらい。膝の周辺に力がはいり硬くな

ります。

５）以上の動作を２０回くらい続けます。

６）一日2回ほど行っています。

皆さんの中でよい体験がありましたら,県連盟

事務所迄ご連絡ください。「SportsNetちば」の

紙上にも紹介し、色々交流し、試してみたいと

願っています。

テニス協議会 冨田 澄喜子

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 ＦＣミラノ
②代 表 者 高橋 裕之
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）

＜名前の由来＞
FCミラノの発足は前キャプテンの会社仲間でサッカーチー
ムを作った事が始まりです。
チーム名は昔千葉にあった行きつけのキャバクラの店名と
サッカー好きの集まりもあってミラノという響きに惹かれつけ
たと語りつがれています。

＜チームの特徴＞
チーム創立15年目になり、副代表が創立メンバーで最
年長になりますが、スタメンで頑張ってくれています。

チームの年齢層は１９歳が一番の若手として、最高年
齢は５２歳と幅広く参加しています。
いつもは楽しく仲良くいつまでもサッカー少年のような心の
持ち主ばかりの集団ですが、試合になると熱くなり勝ちに
行きたい気持ちがあふれ出てしまうことも多々あります。

＜練習日程等＞
主として週に1度のフットサルを練習日とし、年齢も性別
も越えて楽しく活動しています。練習日は毎週土曜日の
19時～で固定しているので集まれる様に協力してもらって
います。
練習場所は民間のフットサル場を利用しています。
練習日が限られているので屋根付きのコートで雨天でも
極力開催出来る様にさせて頂いております。

＜登録人数等＞
Ｃ１リーグの登録人数は、今日現在３７名です。メン
バー募集は、メンバーの横の繋がりがほとんどです。
特別に女性メンバーを募る様な事はしていませんが、女
性、初心者でも一緒に蹴りたいって言ってくれる人は喜ん
で迎え入れてますし、楽しんで蹴って貰えるような雰囲気
を作れるように心がけています。
修徳高校の女子サッカー部で活躍しているメンバーも在
籍しています。

④クラブのアピール（2020年度の抱負等）
2020年前半はコロナ禍、特に緊急事態宣言期間中
はチームでの活動も困難でしたので個々での活動に任せ
ておりました。ひとつでも順位を上げられるよう頑張ります！！！！

⑤ スポーツ連盟への希望など
引き続きよろしくお願いいたします。

クラブ紹介

ＦＣミラノ



SPORTS CALENDAR

１１月 １日（日） 野球協議会トーナメント戦・リーグ戦
３日（祝） 野球協議会リーグ・トーナメント戦
８日（日） 野球協議会トーナメント戦・リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦
全国スポーツ祭典テニス特別大会

１５日（日） 野球協議会トーナメント戦・リーグ戦
ミックスバレーボール交流大会

全国スポーツ祭典テニス特別大会
２２日（日） 野球協議会トーナメント戦・リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦
２３日（祝） 野球協議会リーグ・トーナメント戦
２９日（日） 野球協議会トーナメント戦・リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦
混合D2チーム対抗テニス大会

野球協議会はコロナ禍の影響からリーグ戦とトーナメント
戦を同時進行で開催。１２月に開催する可能性あります。

全国理事会 １１月１日（日）

１２月１２日（土） 鈴木杯テニス大会 男女S
１３日（日） 鈴木杯テニス大会 男女D
２０日（日） サッカー協議会リーグ戦
２６日（日） ダブルス卓球大会

３７０歳男子チーム対抗
・年令別壮年女子Dテニス大会

２７日（日） 鈴木杯テニス大会 混D
サッカー協議会リーグ戦

1１月 1２月

久しぶりに大相撲の話題です、前回7月場所では
無観客で行われた大相撲が、この秋場所はソーシャ
ルディスタンスを保ち、半数の観客の入場を認めて
開催されました。ただ、看板となる白鵬・鶴竜の両
横綱が二人とも休場するという異常な事態でしたが、
翔猿・隆の勝・若隆景等若手力士が場所を大いに
盛り上げてくれました。その内の一人が熊本出身の
関脇・正代関。
正代関は元学生横綱として早くから期待されてい
ましたが長い間平幕でくすぶっていました。新十両時
の記者会見では関取になって対戦したい相手は誰
かと問われ「誰ともあたりたくない」と発言して以来、
「ネガティブ力士＝消極的」という有り難くない評価を
受けていました。しかし、今年に入っていずれの場所
でも優勝争いに顔をだし、この数場所の成績を見る
と関脇という地位で二けた勝利を挙げ、そして今回
の優勝という快挙を成し遂げ、やっと素質が花開い
たと感じていました。
今年の夏未曽有の水害に見舞われた故郷・熊本
の皆さんにも大いに勇気を与えてくれました。私も同

じ熊本出身ということもあり、ひそかに応援をしていた
ので我がことのようにうれしい思いが募ります。
同関の四股名・正代はどこから来ているのか？とい
うことにも多くの人がご存知と思いますが彼の本名が
正代直也といい、彼の祖母の名前が正代正代（しょ
うだい まさよ）から来ていることを知って、なお一掃
親近感がわきました。
場所後の横綱審議会で大関昇進がきまり、その
後の伝達式で彼が述べた「至誠一貫＝誠実に最
後まで貫き通す」という言葉通り、次はもう一つ上の
地位を目指して相撲道に励んでもらいたいと期待し
ています。
不祥事が続いた今の大相撲界は横綱・白鵬が引っ
張ってきたと言っても過言ではありませんが、ここにき
て若手有望力士が次々に出てきており世代交代が
進んでいる状況が誰の目にも明
らかになっています。
暫くは正代関を始め若手力士
達から目が離せないですね。


