
県卓球協議会は昨年１２月２６日（土）花島公園

体育館でダブルス大会を行いました。

当初は男子・女子同時進行のダブルス戦を予定

していましたが、１０月に入り感染症拡大収束の

見通しの付かないことから体育館の収容人数は

１００名程度との指示がありました。

協議会としては止む無く午前の部と午後の部に

分けて実施する旨の要項を作り直し宣伝しました。

１２月に入り感染症の第三波が押し寄せ、開催

するかどうかの選択が迫られましたが、１６日段

階で７４名という事で開催を決定しました。

応募希望は千葉県在住者に限りました。

折しも千葉市では既に予約されている団体以外

は、「１２月２６日（土）からは公共施設での使

用は禁止」との通達。ぎりぎりの開催となりまし

た。

体育館側としてはクラスターが発生しては困る

ため体育館入口の解放など、使用についていろい

ろな制限が出されました。

受付では参加者から「絶対に中止かと思ってい

ましたよ！」 と言われ、まさに“決行”と言う

に相応しい感じでした。

このようなコロナ禍の中でも男子５６ペア、女

子４５ペアのエントリーがありました。

試合内容は二人の合計年令別で男子は7ペアで

のリーグ戦となる様８ブロック。女子は同じく７

ペアのリーグ戦となる様７ブロックに分けて組合

せを行いました。

女子の部は午前８時４５分に受付開始、試合開

始は９時２０分。進行を早めるために男子の運営

委員が審判をするコートもありました。

男子の部は女子が全員退館してから受付開始で

１２時４５分、試合開始は午後１時２０分からで

した。

女子の参加者からは「このような中、楽しませ

て頂きありがとうございました。感染対策もしっ

かりして頂き安心して試合が出来ました。」（チー

ムへなちょこ）

「最初に組む人の都合が付

かなくなってしまい、今日初

めての人と組んだのですが、

優勝できました。」（レインボー）

男子の参加者からは「コロナ

の中、楽しく卓球を楽しむ事が

出来ました。コロナの事を十分

注意しながら試合が出来たのも

役員さんのお陰です。」

（飯山満卓球クラブ）

「コロナの影響で大会が全然

無かったので久しぶ

りに大会で試合が出来て楽

しかったです。」（ガチ会）

「スペースも有りやり易い

会場でした。台間も十分あり

久しぶりのゲームで楽しかったです。」（Ｆ．Ｃ．

Ｃ）との感想を頂きました。

（このニュース発行まで罹患などの連絡はありま

せんでした。良かった！） （記 金子泰夫）
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新日本スポーツ連盟千葉県連盟では、毎年各協

議会や会員の皆さんからの「ここをこうしてほし

い」「あそこを何とかしてほしい」といった要望

をとりまとめ、会員や理解者の皆さんの署名とと

もに「要請書」を千葉県（教育庁教育振興部体育

課）と千葉市（文化スポーツ部スポーツ振興課）

に提出しています。

例年であれば、要請書をもとに担当者（千葉市

は部長も同席）に要請の趣旨を説明したり、担当

者からは実現の可能性や困難となっている要因等

についての説明を受けていますが、今年はコロナ

禍から面談については見合わせ、文書によるやり

とりを行いました。

具体的な要請の内容については以下のとおりで

す。

皆さんの要望は反映されているでしょうか？

もし、反映されていなければ、各協議会や千葉県

連盟の役員までご意見をお寄せください。

【千葉市への要望】

＜野球場関係＞

おもにトイレを始めとした施設の改修･改善を

要望しました。また、一般利用枠の増加や駐車場

の確保なども要請しました。

・稲毛海浜公園：スコアボードの新設、

駐車場利用の拡大

・犢橋公園 ：トイレ改修（和⇒洋）

・宮野木スポーツセンター：

ダッグアウトの改善

フェンスの新設

・青葉の森：一般利用枠の増加

雨漏り対策

＜テニスコート＞

全施設で、滑りやすくけが人も発生しているサー

フェスの改修･修繕を強く要請しました。

要請に際しては、現地調査も実施しました。

そのほか、以下の要請も行いました。

・高浜庭球場：出入り口の増設

・青葉の森：クラブハウス前の水はけ改善

＜体育館＞

換気、照明、使用料などについて要請を行いま

した。

・千葉公園：照明の点検整備

・花島公園：卓球台の増設

照明設備の改善

・ポートアリーナ：

空調費及び使用料金の減額

・高 洲 ：遮蔽カーテンの改善

＜サッカー場＞

青葉の森の芝生養生を要請しました。

このほか、スポーツ振興計画やスポーツ予算の増

額も要請しました。

【千葉県への要望】、

千葉県は全国的に見ても県立のスポーツ施設は

少なく、スポーツセンター施設の要望がほとんど

でした。

・オムニコートの張り替え（A-1,-4面）

・スポーツ科学センターの卓球台を増設

・陸上競技場の大規模改修

・体育館の改修状況の報告

といった、個々の施設の改修・修繕に加え台風被

害の状況報告、スポーツ予算の増額などについて

要請しました。

県及び市からの回答につきましては、次号にて

お知らせします。



2021年年明け早々の1月11日（月・祝）印西市・

松山下公園体育館で第23回ミックスバレーボール

新春大会in印西を開催しました。

新型コロナ感染症の収束が見えない中、募集を始

めた11月頃は参加を希望するチームが定数枠の12

チームになかなか届かなかったものの、昨年末の申

込締切時点（12月19日）では9チームの参加が見込

まれていました。

しかしながら、年末から年始にかけて千葉県を含

む1都3県における感染者急拡大や二度目の「緊急

事態宣言」発出を受け、櫛の歯が抜けるように参加

チームが減少。大会二日前までに残ったチームはわ

ずか3チームという緊急事態に！

主催者側としては大会中止も視野に入れましたが、

最終的に参加する旨申し出があった3チーム

（BURST/ALOHA/SUPER SONIC）の代表者と検

討した結果、3チーム総当たりリーグ戦を前後半に

分け各チーム4試合（3セット25点先取、但し3セッ

ト目は15点先取）を行う試合形式で行うこととな

りました。

午前9時40分、第1試合のプロトコール。

対戦はALOHA vs SUPER SONIC、新顔同士

の対決。滑り出しはどちらも相手の実力を測りなが

らのスローペース。1セット目はSUPER SONIC

が25対20で先取。2セット目はSUPER SONICのエ

ンジンが温まったのか、一気呵成に主導権を握り2

セット連取。

続く強豪・BURST vs SUPER SONICは、

SUPER SONICが第1試合の勢いそのままにBURST

を圧倒。2セット連取で勝利を収めました。このゲー

ムの結果が後半戦でBURSTがSUPER SONICをフ

ルセットの末、下し「勝率」では3勝1敗同士で同

じになったものの「セット率」で優勝をSUPER S

ONICに持っていかれることとなりました。

午後3時、各チームとも前後半4試合消化し、優

勝はSUPER SONICが、準優勝はBURSTが、そし

て新顔のALOHAが3位という結果となりました。

詳細は下記勝敗表をご覧ください。

3チームともコロナ禍の下、練習不足は否めない

ようで、いずれの試合も出だしは動きが鈍い状況で

したが、そこは若さでカバー！次第にプレーにも熱

がこもり、随所に流石アスリートと思えるパフォー

マンスを見せてくれました。

コロナ禍が一日も早く収束し、和気あいあいの中

でバレーボールが楽しめる日常が戻ることを期待し

たいとの思いを強くした一日でした。

（ミックスバレー協議会・園川）

SUPER SONIC BURST ALOHA



２０２１年１月２１日（木）第9回目の常任理事会を開

催しました。

Zoom参加者を含め8名での会議となりました。

この間の活動の主な内容は以下と通りです。

ランニング 来年５月のリレーマラソン開催に向け、青葉

の森公園の占用・内行為の申請書を千葉土木

事務所に提出

卓 球 １２月２６日に花島体育館にてダブルス大会を

開催。収容人数制限により午前と午後に分けて

実施。約２００名が出場。参加者から喜ばれた。

テニス チーム対抗戦。

年齢別壮年女子Ｄ、鈴木杯テニス大会混Ｄ

など各種大会を開催。

サッカー リーグ戦開催

ミックスバレー １月１１日に新春大会開催（印西松山下）

空 手 来年3月の大会を中止とし、7月の大会に向け

準備を進める。

野 球 運営委員会、理事会を開催し、総会及び来年の

各種大会に向けて協議。

主に論議した内容

１．対県・対千葉市との懇談会について、千葉県からは書

面による回答が寄せられましたが、千葉市からは回答

が届いていなかったため、担当に確認したところ、

「今月中」の回答を得た。

２．個人情報保護の取組については、プライバシーポリシー

の案を討議。

総会までには,管理者を含む体制の確立、関連する規

定等の整備を行う。

併せて、各協議会にも倣うよう検討いただく。

個人情報保護の一環として、シュレッダーを購入、大

量にたまっていた感染防止用のチェックシートを処理

した旨の報告

3．50周年記念事業について

2021年11月に50周年記念式典を開催する方向で準

備する。

記念誌の発行に向け原稿を依頼文の検討

（行政に対しても招待･依頼を検討）

4．県連盟の開所時間短縮について

2月7日まで,原則木曜日金曜日の10時から17時開所

5 スポーツ庁の補助金申請について

申請の修正が完了したことから、受付までは完了した

と思われる。

6 第3回の理事会日程について

2月の予定を3月下旬に変更する。

無観客試合で発見した事

昨年からスポーツ観戦が急変しました。新型コロ

ナウィルス観戦対策により、多くのスポーツ観戦が

無観客試合になりました。

プロ野球、大相撲をはじめアマチュアスポーツも

含めてです。

そして私たちが参加できる市民大会や体育館が使

用できなくなり練習が中止になりました。仕方がな

い事ですが残念です。

いざプロ野球が無観客試合で始まると応援等が無

かったので寂しさや違和感を感じました。

しかし何回かテレビを見てみると多くのことに気

付かされました。

野球では選手の声、キャッチングの音、打球音で

す。特にホームランの打球音は普段では聞けない素

晴らしい音でした。選手の守備のかけ声も聞けて勉

強になりました

そして大相撲でも多くの発見がありました。横綱

土俵入りの行司の作法です。横綱が型の作法前に

「シー」と言うのです。観客に静かに土俵入りを見

るようする合図らしいです。

また勝負が決まる時の「勝負あり！」の声も観客

がいた時には聞けません。もちろん

関取どおしの身体のぶつかり合う音も素晴らしい

ものでした。

バドミントンもシャトルの音、フットワークの音

が聞けました。

このように無観客試合でも今までに無かった様々

な気付きや発見があり、違う見方でスポーツ観戦が

できた時期でした。

無観客、人数制限で運営側は経営面や感染対策で

大変なことになっていると思います。

このような状況こそ、多くの人に観戦の新たな発

見や面白さに気づいてもらう事が大切だと思います

そしていつか制限が切れた時に、新たに違った角度

から見えるスポーツ観戦者が生で見れるファンが増

え盛り上がっていく事を願っています。

県連盟理事 平賀 章郞

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 ＪＵＭＰ

②代 表 者 石垣 昭彦

③チームの連絡先 千葉市若葉区若松町
（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）

当チームの結成動機は、昭和５８年に代表者の高校
野球部ＯＢ十数名で結成し、当初のチーム名は「ひょう
きん族」でした。チーム名の由来は、当時、テレビで大人
気の「俺たちひょうきん族」から命名しました。
結成の翌年に、現在の新日本スポーツ連盟に加盟し、
最高１部リーグまで昇格しました。
しかし、時代の流れからチームメンバーの高齢化等によ
る低迷により、一部新メンバーの加入とチーム名の改名を
検討し、現在の「ＪＵＭＰ」になりました。
チーム名の由来は、１部まで一機に「ＪＵＭＰ」できる
ようにと命名しました。
その後も、中々１部に上がることができず、メンバーが集
まらないなどの低迷から、数年間の休部状態が続きました。

その後、代表者の息子が高校野球生活を終え、大学
生になった息子や、息子の同級生（中学・高校等）や
後輩などに「ＪＵＭＰ」の加入を募集したところ、多くの
加入者が集まり、メンバーが一新、ユニホームも新着して、
新生「ＪＵＭＰ」が誕生しました。
チームの特徴は、平均年齢２２歳の若くて走攻守とも
に活気のあるチームで、現在１６名で活動しています。
練習日程は、主に日曜日で、練習試合をすることが多い
です。

⑤クラブのアピール
２１年度から１部リーグに昇格するようですので、１部
リーグでも優勝争いに加われるように、チーム一丸となって
頑張りたいと思います。

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）
新日本スポーツ連盟の事務局の皆様におかれましては、
コロナ禍による大変な時期にもかかわらず、グランドの確保
や審判等、大会運営にご尽力いただき深く感謝いたしま
す。
今後もしばらくコロナ禍は続くと予測されますが、今年度
の大会運営におけるノウハウや反省点を生かして、来年
度の大会運営成功に繋げていただければと期待します。

クラブ紹介

Ｊ Ｕ Ｍ Ｐ
野 球



SPORTS CALENDAR

２月７日（日） サッカー協議会リーグ戦
チーム対抗テニス大会

２月１１日（祝） 春季テニス大会・男子シングルス
２月２０日（土） 野球協議会審判講習会
２月２１日（日） サッカー協議会リーグ戦

テニス協議会運営委員会

２月２３日（祝） シニアテニス大会女子・壮年男子
２月２８日（日） 春季テニス大会・男子ダブルス

〇２月７日（日）開催予定の
卓球大会・団体戦(ポートアリーナ）は中止

〇千葉県施設調整会議 ２月６日（土）

〇千葉市施設調整会議 ２月１３日（土） 体育館・庭球場

同 ２月２０日（土） 野球場
〇野球協議会総会 ２月２０日（土）

３月 ６日（土） 春季テニス大会
３月 ７日（日） サッカー協議会リーグ戦
３月１３日（土） 春季テニス大会

３月１７日（水） 卓球協議会３ダブルスお花大会

３月２１日（日） チーム対抗テニス大会

（男子・女子・混合）

野球協議会リーグ戦開幕

サッカー協議会リーグ戦
３月２７日（土） 春季バドミントン大会
３月２８日（日） サッカー協議会リーグ戦

野球協議会リーグ戦

〇３月２８日県武道館で開催予定の

スポーツ祭典・空手大会は中止

2月 3月

「フェアリージャパン」と言えば「女子新体操」のオリ
ンピック日本代表の愛称ですね。彼女たちが披露
するロープ、リボン、ボール等の妙技や華麗なパフォー
マンスは正に妖精を思わせ、思わず目を引かれま
す。
一方、「男子新体操」も「女子新体操」と同様に

歴史も古く、最近は高校男子新体操部を題材に
した漫画（シックス）やアニメ（タンブリング）など
で取り上げられ静かなブームになっているという新聞
記事に思わず目を引かれました。
男子新体操は、日本発祥のスポーツとして1948
年の全日本選手権大会に始まり、1952年の第5
回大会には男子団体、1974年から男女とも団体
競技と個人競技が揃って行われ、昨年（2020年）
の大会が73回目を数えるという歴史があるそうです。
ただ、世界選手権や五輪という活躍の場がある

女子と比較すると男子はマイナー競技の域を出て
いませんが、その理由は国際化が進んでいないこと
にあると言います 。国体でも実施されていたのです
が2007年を最後に休止。このままでは「絶滅危惧
種目」になる虞があると危ぶまれていましたが10年
ほど前から既述のように男子新体操を取り巻く環境

に変化が現れています。
その第１の要因はインターネットの普及に伴い、

男子新体操の動画が拡散。一般に人の耳目に触
れる機会が増え「観るスポーツ」としての人気が徐々
に高まってきたことが挙げられます。注目を浴びてい
る例として、鹿児島実業高校、青森大学、井原高
校（岡山県）、青森山田高校等の演技があります。
筆者も以前は新体操＝女子、というイメージが強
かったのですが、この新聞記事によると今のこども達
にとって男子新体操は「かっこいい！」と映るそうで
す。時代は変わってきているんですね。
2016年のリオ五輪閉会式で青森大学男子体

操部の部員が見せてくれた素晴らしいパフォーマン
スもあり、東京五輪でも出番があるという期待も膨
らんでいると記事は伝えています。
コロナ禍でなかなか明るい話題がないスポーツ界

で男子新体操が芸術スポーツとして拡大・周知さ
れることを期待したいと記事は結ん
でいます 。読者各位も是非女子
ばかりでなく男子にも注目されるこ
とを期待します。

男子新体操の人気が急上昇中！？
なんと発祥の地はこの日本です！


