
２０２０年の定期総会は、新型コロナウィルス

の感染拡大の状況を受け、書面による提案と書面

議決という、極めて異例の総会となりました。

感染拡大の状況は変わらないものの、常任理事

会において、感染防止対策をしっかり行った上で

面談（リアルミーティング）による総会開催がで

きるのではないかと判断いたしました。

２０２１年の定期総会を以下の通り開催いたし

ます。

日時：２０２１年４月１７日（土曜日）

１３：３０～１７：００（予定）

場所：千葉県スポーツ科学センター第一研修室

（天台スポーツセンター内）

代議員について：

代議員は各種目別協議会で選出いただきます。

代議員総数は２０名となっていますが、傍聴・

オブザーバー参加も歓迎いたします。

注意：可能な限りの感染予防措置は講じますが、

施設管理者等から「中止の要請」等があった場

合は延期もしくは文書提案・議決による総会に

変更する場合があります。

方針案の基本的な考え方

2021年度の活動方針及び活動目標を立てる上

で、未だ収束の目途が立っていない 新型コロナ

ウイルスによる影響を考慮していかなければなり

ません。

しかし、過度 に影響を恐れていても活動自体

が出来なくなります。

コロナ禍の中での活動は、スポーツ愛好家への

場所の提供と感染拡大防止策とが 大きなテーマ

となります。双方のバランスを上手く取り、次年

度に繋がるような活動方針及び活動目標を立てて

みました。

情勢の基本的な考え方

１）私たちを取り巻く情勢

コロナ禍におけるスポーツ活動の継続

２）東京オリンピック・パラリンピックを巡って

選手ファーストの考え方は貫かれているか？

五輪憲章の理念を踏まえた発信力が求められ

ているのではないか。

３）県内スポーツ界の動向

千葉県・千葉市を要請先として公共スポーツ

施設改善・スポーツ予算の増額等を求める署

名の取り組みのっ果たしてきた役割と今後の

必要性

の３つの視点から情勢を捉えました。

予算・決算について

ほとんどの大会が中止になる中で、収入不足が

見込まれていたが、寄付（カンパ）で乗り切れた。

スポーツ庁の補助金を申請し交付決定を受ける

ことができたが、会員の会費で運営できるような

組織を目指す必要がある。
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3月14日（日）尼が台公園野球場（茂原市）で2

021年度千葉県野球協議会主催のリーグ戦が幕を

開けました。前日は終日春の嵐を思わせる悪天候

だったことから、開催が危ぶまれましたが、当日

は桜も咲きだしそうなポカポカ天気に恵まれ今年

のシーズンが始まりました。

第1試合は、昨年度リーグ戦2位、決勝トーナメ

ント戦優勝の「ポッキーズ」対今年1部昇格となっ

た「JUMP」の対戦。

どちらも上り調子のチーム同士の闘い。「JUMP」

先攻「ポッキーズ」後攻で午前9時20分プレーボー

ル！

初回、先攻

の「 J U M P」

は「ポッキー

ズ」の先発投

手の速球にタ

イミングが合

わず3者凡退。

その裏「ポッキーズ」は先頭打者が四球で出塁

するとすかさず2盗。その後相手守備のミスも重

なり満塁のチャンスを得てタイムリーが飛びだし

2点先行。

一方、「JUMP」も1回、2回と無得点でしたが3

回表は打線がつながり、2点をもぎ取り同点に追

いつくも、「ポッキーズ」もその裏すぐさま勝ち

越し。

ところが「JUMP」も負けじと4回、5回と1点

ずつ加点し再度逆転、このまま逃げ切るかと思い

きや、「ポッキーズ」最終回の攻撃は先頭打者が

ライト前ヒットの後、２盗、３盗を決め、次打者

が三振に倒れるも続く打者が初球スクイズを決め

4対4の同点となり、引き分けに持ち込み貴重な勝

ち点を拾い、この時点でリーグ戦ルールによりゲー

ムセット。

試合終了後にポッ

キーズ監督にこの場

面の作戦を伺うと

「最終回のスクイズ

は私の判断。ここは

勝ちに行く、昨年優勝チームというプライドもあ

り、負けることは許されないという気持ちでした」、

一方「JUMP」の監督は「勝てる試合を落とし

たのは残念。特に最終回の2盗・３盗を許したの

は痛かった。序盤劣勢だったが途中逆転できたの

はよかったですね。チームの底力の差でしょうか？」

としきりにくやしがっていたのが印象的でした。

やはり、野球はある意味、頭脳の闘いであるこ

とを認識させられた一戦でした。

続く第2試合は1部リーグの老舗チーム「海浜ブ

ラザーズ」対昨年2部優勝、今年1部昇格の「千葉

Meteo」の一戦。

「海浜ブラザーズ」は初回連続ヒットで4点を先

行。

第1試合 ポッキーズ対 JUMP 打者 JUMP 投げるポッキーズ

打者ポッキーズ 投手JUMP プレーイングマネジャー

千葉Meteo コントロール抜

群のサウスポー ところが海

浜ブラザーズの打線に捕ま

る



しかし、その後は両チームの投手陣が踏ん張り、互

いにスコアボードには零点が並ぶ試合展開。

５回裏にそれまで沈黙していた「千葉Meteo」の

打線が覚醒、一気に同点に追いつく。

最終回の6回の攻防

はどちらも決め手が

なく、第1試合同様に

4対4のドロー。

「海浜ブラザーズ」は初

回の4点以降の得点機に追

加点が取れなかったことが悔やまれる。

方、「千葉Meteo」の粘りは流石。昨年の2部優勝は

伊達じゃないと思わせる一戦でした。

最終試合の第3試合は、強豪「栄町クラブZ」対

第2試合に引き続き、ダブルヘッダーとなる

「千葉Meteo」の対決。

初回から「栄町クラブZ」がそつのない攻撃で2

点先取、その後3回に2点を追加。圧巻は5回表の

「栄町クラブZ」の攻撃。

「千葉Meteo」が繰り出す投手陣を圧倒する畳み

かける攻撃でなんと8点をもぎ取る。

「千葉Meteo」は連続する試合に集中力をなくし

たか、打線は湿りがちで無得点におわり、10対0の

大差でゲームセッ ト。

試合終了後に栄町クラブ監督にインタビュー「勝

因はバッテリーの差でしょう。

ウチのエース・山谷を投げさせなかったのは本人

が少年野球の面倒を見る時間が増えたので、本日投

げた伊藤、小林、富永の3人で今季を乗り切りたい

と考えています。

この中でも特に地肩が強い佐藤に期待しています。」

とのコメント。

どうやら、選手層が厚い同チームが今年もリーグ

の上位に来ることになりそうです。

なお、同日は第4試合に3部リーグの

「BROTHERＳ」」対「放医研」が予定されていま

したが、「放医研」の選手が揃わないことから同試

合は「ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の不戦勝となりました。

また、同日・睦沢球場でも2試合が組まれており、

2部リーグ「ＫＩＮ－ＩＫＹＯ」対「アクセルズ」、

3部リーグ「黒猫」対「フランシュ」の試合が行わ

れました。

コロナ禍の下、今後会場確保やメンバーを集める

ことに苦労を強いられるかもしれませんが、無事今

期もリーグ戦が行われることを祈念してやみません。

選手の励みはなんと言っても応援です！

今後のリーグ戦のスケジュールの一端をお知らせ

しますので、お近くの方は是非ご観戦ください。

４月１１日：尼ヶ台球場、美浜A、美浜B、宮野木

４月１８日：尼ヶ台球場、睦沢球場

４月２５日：尼ヶ台球場、昭和の森、美浜B

４月２９日：宮野木公園、古市場公園

＊「尼ヶ台球場」は長生村の球場です。「睦沢球場」

は睦沢町の総合運動公園にあります。

是非おいでください。

ン？ストライクか？

海浜ブラザーズ よっしゃー来た！

と思ったら

三塁ゴロで一塁アウト！！

海浜ブラザーズ 先発

投手 華麗なフォーム

から繰り出す魔球？

んっ!?

ボールが消えた？



２０２１年３月２５日（木）第３回理事会を１５名の参

加で開催しました。

主要な議題は４月１７日（土）に開催する、千葉県連盟

の第４９回定期総会の議案討議でした。

総会議案（概要）は以下のとおりです。

１．情勢

新型コロナウィルスの感染拡大のもとで、選手ファース

トを維持しながら開催に向けて努力してきたこと。

オリンピックパラリンピックの開催の是非について。

公共施設が軒並み使用中止に追い込まれてきたこの間の

千葉県のスポーツ界の動向について。

の３点について触れています。

２．総括

総括は2020年度方針についての検証をベースに記述し

ています。

①会員やスポーツ愛好者の要求を実現する活動

②仲間を増やし組織を拡大するための活動

③日本国憲法と平和を守る活動

④スポーツ基本法に基づくスポーツ権を活かした活動

⑤連盟運営の強化

⑥魅力ある県連盟，頼れる県連盟作り

について、どのような活動を展開し,その結果はどうだっ

たかを検証しました。

3．方針

方針についても、前述の６つの柱を中心に据え、総括を

踏まえ、次年度の方向性を差し示しました。

加えて、５０周年記念事業について１項起こしています。

４．予算決算について

収入不足が危ぶまれた決算は会員の皆さんや応援いただ

いている皆さんからの寄付（カンパ）により事なきを得ま

したが、会費を中心に据えた健全な活動が求められること

を明らかにしました。

予算規模は昨年度をやや上回る規模です。

議案以外の主要討議内容は以下の２点でした。

・ホームページの作成管理について

・セキュリティポリシー、個人情報ポリシーについて

テーマ「運 動 神 経」

よく「運動神経」という言葉を耳にしますね。

運動神経が良いとか悪いとか言われますが、なにが

関係するのか調べると、運動神経は子供の時の運動量

によって決まるとよく言われています。

幼少期にどれだけ体を動かしたかによってその後の

運動神経に関係してきます。と言うことは、大人になっ

てから運動神経を良くすることはできないのでしょう

か？スポーツをしたいけど、今までの経験から、あき

らかに他人より運動神経が悪いからなあ…などと諦め

てしまう方も多いと思います。そこであるスポーツを

通して、この悩みを解決する方法のひとつをお教えし

たいと思います。

運動神経とは体の動きを指示する信号を伝えるため

の神経の総称です。つまり運動神経が良いというのは

反射神経が早く体の器官を使って器用に体を動かせる

人ということになります。

また「運動神経」の他にも「運動能力」があります。

これは、身長や適正体重のほか、筋力、聴力、視力な

どの基礎体力が影響します。

そして、運動神経が悪くても運動能力が高くスポー

ツが上手い人はたくさんいます。運動神経は、小さい

頃の経験によるものが大きいのですが、運動能力を見

直すことで、基礎体力がしっかりし、スポーツを楽し

く、格好良くできることも可能になります。

また、基礎体力がしっかりしていることで、運動神

経を鍛えられることに繋がります。

ではその運動能力を上げる方法のひとつをお教えし

ましょう。それは「ランニング」です。「ランニング」

が苦手な方は「ウォーキング（早歩き）」でも大丈夫

です。

ランニングやウォーキング（早歩き）で上手に走る

（歩く）ためにはバランスの良い体が必要です。定期

的に行っていると自然と運動能力や運動神経が上がっ

ていきます。その際に心がけたいことは、準備運動と

反復練習です。

準備運動でしっかりと体の筋肉や関節、腱をほぐし

ておくことで怪我の予防につながります。特に運動を

習慣にしていない場合は丁寧に行いましょう。 反復

練習は、ランニングやウォーキングの本を参考に速さ

や手の振り方、足の上げ方など、自分に合った方法で

繰り返して行いましょう。

その結果、反復練習により、全身運動でバランスよ

く体を動かす筋力が作り出せ、運動能力が向上します。

また、反復練習により神経ネットワークを作り出すこ

とで脳からの命令を即座に筋肉に伝達させることがで

きて運動神経向上にもなります。

ランニングやウォーキング（早歩き）の反復練習に

より運動能力や運動神経が上げられたら、更には他の

スポーツにも挑戦したら良いと思います。その為には、

まず手始めとして、新日本スポーツ連盟千葉県連盟の

「ランニング協議会」もしくは「ウォーキング協議会」

に参加してはいかがですか！楽しく運動しながら運動

能力や運動神経向上は間違えなしです。

常任理事 吉川 明

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 Leekys
②代 表 者 根木 潤 （ねぎ じゅん）
③チームの連絡先（連絡希望の方は県連盟事務所）
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）

「Leekys」は2018年の冬、千葉市内にあるテニススクー
ルのメンバー数名と、新日本スポーツ連盟千葉県テニス協
議会のチーム対抗戦にエントリーしたことをきっかけに発足。
元々は「テニスを楽しむこと」がチームのテーマでしたが、こ
の試合をきっかけに、もっと大会へ参加したい、大会で勝
ちたい、優勝したい、とテニスへの愛情も熱も高まっていき
ました。

現在は20代30
代を中心に、男女
あわせて10名ほど
のメンバーで各市
町村大会の上位
進出を目指して練

習を重ねています。
練習は平日の夜や土日に千葉市内のフクダ電子ヒルス
コート、青葉の森公園、有吉公園を主な拠点にしつつ、
隣接する市のコートへ足を運ぶことも少なくありません。
また頻繁に大会へ参加するうちに、多くの選手やチーム
と親睦が深まり、テニス仲間の輪が広がっていくこともテニス

人生の楽しみの一つと感じています。同じ志を持つ仲間
がいれば、ぜひ一緒に切磋琢磨していければ嬉しいです。

⑤クラブのアピール
年々レベルが上がっている新日本スポーツ連盟千葉県
テニス協議会ですが、個人戦、団体戦ともに優勝を目標
に。
また毎年秋頃に開催される全国選手権の出場権獲得
もモチベーションの一つです。
メンバー一同、本拠地に置く千葉市以外の各市町村

大会でも上位進出を目指し県内
県外を奔走していきます。

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）
以前私が住んでいた東京都内は、千葉ほどのスポーツ
環境がありませんでした。
テニスコートの設備が多くあることはもちろんですが、関東
近郊の他の新日本スポーツ連盟のテニス協議会と比べて
も、千葉県テニス協議会は圧倒的に大会の開催数も多く、
運営者のスポーツ愛を感じるとともに、市民への健康増進
機会やスポーツを通した交流機会の提供をして頂いてい
ることに感謝しています。
今後も千葉県内のテニスを愛する仲間へ、より良いテニ
ス環境整備とスポーツ文化発展のために活動してくださる
と幸いです。

クラブ紹介

Leekys
テニス



SPORTS CALENDAR

４月 ４日（日） 野球協議会リーグ戦
４月 １１日（日） 野球協議会リーグ戦
４月１８日（日） 野球協議会リーグ戦

４月２４日（土） 春季テニス大会 男子ダブルス

４月２５日（日） 野球協議会リーグ戦

春季テニス大会 女子ダブルス

春のバレーボールフェスティバル

４月２９日（休） 野球協議会リーグ戦

春季テニス大会 混合ダブルス

春季卓球大会

ミックスバレーボール総会 ４月４日（日）

千葉県連盟定期総会 ４月１７日（土）

卓球協議会総会 ４月２１日（水）

５月１日（土） テニス協・なのはな大会・年齢別男子D
５月２日（日） 野球協議会リーグ戦
５月３日（月・祝）テニス協なのはな大会

５月5日（水・祝）テニス協・なのはな大会
５月８日（土） 春のバレーボールフェスティバル
５月９日（日） 野球協議会リーグ戦

春のバレーボールフェスティバル
テニス協ペアチーム対抗戦

５月１６日（日) 野球協議会リーグ戦
５月２２日（土) 卓球協・ペアマッチ大会

テニス協なのはな大会
５月２３日（日） 野球協議会リーグ戦

青葉の森リレーマラソン
５月２９日（土） テニス協チーム対抗男子

５月３０日（日） 野球協議会リーグ戦

テニス協議会総会 ５月１５日（土）

4月 5月

遂に出た！男子マラソン初の4分台！永年世界
の舞台から大きく水を開けられていた日本男子マラ
ソン界に「超新星」が飛び出しました。
2月28日（日）今回が最後のレース開催となる

「びわ湖毎日マラソン」で鈴木健吾選手（富士通）
が2時間4分56秒の日本記録で世界の舞台に躍
り出ました。
それまでの日本記録は昨年（2020年）3月開
催の東京マラソンで大迫傑（おおさこ すぐる）選
手がたたき出した2時間5分29秒。およそ30秒強
を塗り替えた上での優勝。
優勝後のインタビューでも淡々と答えるその姿にと
てつもない記録を打ち出した選手にしてはどこかほ
んわかとした印象を受ける好青年。
2時間4分台の記録を出すには30㎞をすぎてか
らの走力が重要なのは、マラソンを走ったものであれ
ばだれでも感じるものです。
筆者も過去何回となくフルマラソンを走った経験も
あり最後の10㎞はそれまで走ってきた30㎞と比べ
れば四分の一に満たない距離ですが、エネルギーは
枯渇し、集中力も下がる時間帯なのでペースダウン
となるのが必須。

しかし鈴木選手はこの区間を驚異的なラストスパー
トで最後の5㎞を14分20秒台で走り抜けた。しか
もレースで二重要なポイントである給水ポイントでド
リンクを取りそこなったにもかかわらず、である。
また、気象条件も味方してくれた。地元では比叡
おろしともいわれる強い向かい風に悩まされるが、今
回は2.5mという微風？もうれしい誤算？といったら
怒られるかもしれないが、天候をも味方に付けたこと
はある意味「持っている」選手ともいえます。
今夏開催予定の東京五輪には出場は敵わない
ですが、次のパリ五輪（2024年夏）にはきっと素
晴らしい走りを見せてくれることでしょう。
鈴木選手には是非世界の主流となっている4分
台、3分台を目指して欲しいと願うのは無理な願い
かな？
なお、この大会でもう一人すごい記録を打ち立て
た選手がいました。2時間20分
以内の完走記録を100回打ち
立てたことでギネス認定された川
内優輝選手の存在もあったことを
付記しておきます。

男子マラソン 初の2時間4分台
日本記録更新～～鈴木健吾選手・びわ湖毎日マラソン～～～


