
コロナ禍で中止となった第18回大会から2年ぶ

りに千葉・青葉の森公園に集まったランニング大

好きな69チーム（エントリー総数：79チーム／

当日棄権：10チーム／完走：68チーム）による

「第19回千葉・青葉の森リレーマラソン大会」が5

月の陽光と公園の木々の緑が目に染みる中、千葉

市・青葉の森公園特設会場で開催されました。

新型コロナ感染症が収束する気配が見えない中、

今年の大会は「中止にしようか？」という議論も

当初ありましたが、18回大会に参加を予定してい

たチームに問い合わせてから開催可否の判断する

こととしました。

その結果、思いのほか「開催するのであれば参

加したい」との声が多く寄せられましたので、1

月下旬から感染症の拡大にひやひやしながら大会

準備を進め79チームから参加の意思を確認。

しかし、緊急事態宣言、蔓延防止等重点措置が

矢継ぎ早に発出されたこともあり、当初参加を決

めていたチームのキャンセル、大会当日のキャン

セルが続出。

大会開催にあたり主催者として最も神経を使っ

たのは「感染症対策」。幸い千葉経済大学の学生

ボランティアを中心にタスクチームを編成。

二丁拳銃よろしく非接触型検温計を両手に持ち、

フェイスシールド、ゴム手袋で完全武装。当日登

録に来る選手たちをスムーズに流し、健康チェッ

クも難なく処理。流れ作業よろしく登録を済ませ

て頂きました。

最終的にスタートラインには、ほぼ千葉県内か

ら参加で、既に過去の本大会に複数回の出場経験

がある69チームが揃いました。

例年に比べると凡そ三分の一の選手でしたが、

スタートラインにならんだその顔は、どの顔を2

年ぶりに走れる喜びを満面に浮かべ今すぐにでも

飛び出しそうな勢い。午前9時30分、スターター

の号砲一発。42.195キロの長い、長い距離への挑

戦が始まりました。

優勝候補の筆頭には過去に何度も大会記録を塗

り替えてきたJR・EASTアスリート、千葉韋駄天

アスリート風神・雷神の3チームが互いにトップ

を伺うレース展開と思いきや、JR・EASTが終始

スタートからトップを譲らず、2位以下に最終的

には２分以上の差をつけて何と大会新記録となる

2時間5分58秒でフィニシュ。

フィニッシュ後にチームキャプテンに勝因を伺

うと「今回は2時間5分台でフィニッシュすること
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を目標にしてきました。目標通りの記録が実現で

きてほっとしています！」有言実行を正に地で行

く同チームのパフォーマンスに脱帽！

一方、2位には実力通りに千葉韋駄天アスリー

ト風神が2時8分3秒でフィニッシュ。

兄弟チーム・雷神は2時間10分57秒の3位でフィ

ニッシュテープを切りました。

フィニッシュ後同チームの監督にレースの感想

を伺いますと「今回はJR・EASTさんの走りに完

敗です。これはひとえに私の責任です。」と潔い

言葉。

でも記念写真に納まった風神・雷神のあふれる

笑顔に来年のリベンジを十分感じさせるものがあ

りました。来年の大会でもこの3チームの走りに

益々期待が持たれます。

勿論上位 3

チーム以外の

チームもそれ

ぞれの目標タ

イムに向け力

走を繰り広げ、

仮装あり、涙あり、笑顔あり、制限時間ギリギリ

のフィニッシュありという69チームそれぞれのパ

フォーマンス満載の一日でした。

さて、今回もレースの合間を縫って参加チーム

に恒例のインビューを試みました。異口同音にど

の選手もからも「このリレーマラソンが唯一参加

できた大会です。開催して頂き本当にありがとう！」

との言葉を頂きました。正に主催者冥利に尽きる

言葉に「本当に開催して良かった。」と感じた嬉

しい一日でした。

なお、総合部門以外の部門別表彰は、職場・女

子・男女混合・クラブ・ファミリー・熟年・小学

生となり、各部門上位3チームは、来年5月開催予

定の第20回大会のシード権が付与されることにな

ります。

最後になりますが、大会を支えて頂いた役員／

スタッフ／千葉英和高校・千葉経済大学ボランティ

アの皆さんに感謝！感謝！
２位・３位に入った風神、雷神のみなさん

また、来年お目にかかりましょう



第57回千葉県スポーツ祭典のトップを切って大

型連休最終日の5月5日（水・祝）印西市・松山下

公園体育館・メインアリーナで「第24回千葉県ミッ

クスバレー印西市大会」が5チームの参加で開催さ

れました。

本大会は今年

12月11日～12

日、静岡市で開

催される「第16

回全国大会」の

予選会も兼ねて

いましたが、参加を予定していた１チームから大会

当日、正にプロトコールが鳴る寸前に「チームの女

子選手の中にコロナの疑いがある選手がいるので参

加を辞退します」との緊急事態が発生。 急遽5チー

ムによるリーグ戦を行うこととしました。

1チームで二つの試合の審判を行うなど変則的な

運営となりましたが、参加チームの皆さんの絶大な

協力・理解もあり、何とか第1試合が始まったのは

当初より若干遅れ午前9時45分！

その後の試合展開は、開始前のドタバタを微塵も

感じさせない熱戦に次ぐ熱戦が繰り広げられました。

その中でも全国大会常連チーム・BURSTと久し

ぶりの参加Spring Oneの1セット目は、BURSTに

対してSpring Oneがシーソーゲームを繰り広げあわ

や勝ち取るのでは？との勢いでしたが、惜しくも1

点差24対25で退けられ、2セット目は自力に勝る

BURSTに押し切られセットカウント2－0で敗れま

した。

その後のSpring Oneの闘いは相手チームに、もう

少しで勝てる！という闘いを繰り広げましたが善戦

むなしく4戦全敗。その他のチームの試合はフルセッ

ト（3セット）にもつれ込む展開が相次ぎ、いずれ

も実力が拮抗した素晴らしい試合があちこちで繰り

広げられました。

午前中は各チームほぼ2試合ずつをこなし、試合

を続ける中流石に全国大会出場経験を持つGOZILA

とBURSTの両チームは順調に勝ち星を重ね、最終

試合となる第5試合はともに3勝0敗同士で優勝を争

うことに、また同じ第5試合の別のコートでは全国

大会出場最後の一枠がかかる3位決定戦 Super So

nic対 REVERSIBLEとの対戦が繰り広げられまし

た。

そして優

勝を掛けた

対戦はフル

セットの末

GOZILAに、

3位には今

年1月の新

春大会で優

勝したSuper Sonicがそれぞれ勝ち上がり全国大会

への出場権を得て、熱い、熱い一日を終えることと

なりました。3チームの全国大会での奮闘を期待す

るとともに、最後まで善戦奮闘したREVERSIBLE

とSpring

On e の

両チーム

にも感謝、

感謝！

対戦結果は次の通りです。

【千葉県ミックスバレーボール協議会・園川 峰紀】

優勝したGOZILA

準優勝のBURST



第42回 春のバレーボールフェスティバル千葉県大会が
5月8日（日）に、千葉市花島運動公園体育館にて催
されました。
この大会の男女上位チームは7月3日（千葉公園体
育館）及び７月11日（磯部S/C体育館）にて催され
る関東大会への予選大会も兼ねての大会でもあります。
今年度はコロナ禍の中、男子チームが「松戸ダイヤモン
ド」「CHIRICHIRI」「コンパーレ」「バダス」「Lv1」「VC千
葉ッツ」の6チームが、そして女子チームが「乾杯少女団」
「BELINDA」「ONE」「GOZILA」の4チームが参加して大
会がスタートしました。
大会ルールは、男子が３チーム×Ａ．Ｂリーグ戦とし、
各リーグの順位とセット率で順位が決定されます。また、各
リーグの1位、2位が関東大会への推薦が得られます。
女子は、参加チームが少ないため参加4チームの総当たり
戦とし、勝率により優勝を決めます。また、総合４位まで
が関東大会の推薦が得られます。
定刻通り９時30分プロトコールより大会が開始されまし
た。
男子は、Ａリーグ優勝候補の松戸ダイヤモンドが近年
大会出場を増やしているCHIRICHIRIとの対戦でスター
トしました。

結果は、
松戸ダイヤ
モンドが2：
0でまずは1
勝です。
第二試合
はこれも優
勝 候 補 の

Ｌｖ１が初出場のバダスと対戦し、2：0で勝ちました。
松戸ダイヤモンドは続くコンパーレ戦も2：0と勝利し、
Ｌｖ１とＶＣ千葉ッツの勝敗での順位待ちとなりました。
結果は、Lv1が2：1で勝ったため、セット率により、優
勝 松戸ダイヤモンド、2位Lv1、3位ＶＣ千葉ッツ、4位
コンパーレ、5位CHIRICHIRI、6位バダスとなりました。

松戸ダイヤモンドの皆様、優勝おめでとうございます！ま
た上位4チームは、千葉県代表として関東大会の検討を
お祈りします。
女子は、総当たりリーグ戦となり、各チーム3戦を戦いま
す。
その結果、優勝は3勝0敗のBELINDA、2位は2勝1
敗のGOZILA、3位は1勝2敗ONE、 4位は3敗の乾杯
少女団という結果となりました。
BELINDAチームの皆さん、優勝おめでとうございます。

初参加、初優勝と
いう結果を出し、今後
の千葉大会を盛り上
げてくれるチームとなっ
てくることを期待します。
また、女子の関東

大会の出場権は、千
葉県推薦枠4チーム

のすべてを本大会
に参加した
BELINDA、
GOZILA、ONE 、
乾杯少女団の4
チームとも県代表
としてのレベルを
有しているとの判
断から関東大会出場権を与えることとしました。
関東大会では男女千県代表チームが上位を占められ
る様に頑張って来て欲しいと思っています。最後に、各参
加チームとも試合中のマナーはもとより、細部にわたり各チー
ム、各自がコロナ対策も十分に行いながら大会運営に関
しても準備から撤収まで率先して協力をして頂き、滞り無
く大会を終える事が出来ました。
参加全チームにたいして役員を代表して御礼を申し上
げたいと思います。

千葉県バレーボール協議会 会長 吉川 明

男子２位Ｌｖ１

女子１位BELINDA

女子２位GOZILA



2021年５月20日（木）第1回目の常任理事会を開催し

ました。

当日は園川理事長含め8名での会議となりました。

今回の常任理事会は、まず始めとして、園川理事長よりス

ポーツのひろばの感想と記事内容のトピックスについての

話がありました。

会議は、特筆すべき経過報告として、「第４９回総会に

ついて」参加者数の確認や大会運営方法の反省点、発言方

法など、いくつかのテーマについて話し合いが持たれ、次

回の総会に活かしていくことになりました。

議題は、

1．会議に際しての「ひろば感想」と「記録」の担当

2.リレーマラソンについて

3.その他

・黒川ビル（本部、事務局）の新入居者について

・反核平和マラソン

・スポーツ祭典チラシ配布について

・理事会の開催について

・SportsNetちばについて

など、直近の活動に対して意見集約や現状の問題点の意見

交換など、長時間にわたり参加者の真摯な前向きな論議の

場となりました。

また、議題の各テーマ終了後には、各協議会の活動状況

や会計報告など、様々の内容についても報告や連絡があり、

それについての質問等についての回答も皆が納得出来ると

ても内容のある報告となりました。

今回は、総会後第1回目の常任理事会でしたが、終息の

まだ見えないコロナ禍の中でもスポーツを通して世の中を

明るくする！との意識を今年も変わらず持ち続ける強い気

持ちが伝わる会議となりました。

この気持ちを、6月24日（木）に催されます理事会にて、

理事の皆様また理事の皆様よりすべての会員にしっかり伝

わる様に会議を行って行きたいと思います。

また、論議された議題や新たに出された課題などは、理事

会にて理事の皆様の意見も集約し、千葉県連盟全体の活動

目標として進めて行ければと思います。

～カツオに負けないように動きます～

「SportsNetちば」の編集を担当してそろそろ３

年になります。

月末になるといつも、原稿の集まり具合に、や

きもきしています。

とくに、「クラブ紹介」「スポーツアラカルト」

の原稿がなかなか集まらずに、胃が痛くなります。

『スポーツ＝健康というイメージがある中で、胃

を病みかけているオレって何だろう』って思うわ

けですが・・

なので、皆さんからの原稿が私の健康の源です。

よろしくご協力ください。

さて、今年２月に予定していた「千葉県スキー

祭典」を新型コロナウィルスの感染拡大に伴い中

止にしました。

私が所属しているスキークラブ「素喜人」も１

年間の活動休止を決定し、一切の活動を中止しま

した。

スキーをはじめとしたスポーツについて政府は

「不要」「不急」と位置づけ、「中止」「自粛」を強

く要請しました。

が、私自身は今シーズン６０日くらいスキー場

に足を運びました。

スポーツがなくても生きていけるので、確か

に「不要」といえなくはないのかもしれませんが、

私にとって、スキーやテニス，山登りなどのスポー

ツは欠かすことのできない人生の糧だと思ってい

ます。

友人に言わせると「カツオやマグロと同じよう

に動いてないと死んでしまう」ような人間とのこ

とです。

スポーツは体育と呼ばれていた頃の健康作りか

らはじまり、ストレス解消、最近ではメンタルの

治療法の一環として様々なシーンに取り入れられ

ています。

確かに、『衣』『食』『住』いずれにも関わりがあ

りません。これをもって「不要」と政府関係者は

決めつけているようです。

しかし、そんな「不要」なスポーツに涙したり、

感動に心を震わせた経験は誰にでもあるのでは無

いでしょうか。

高校野球やサッカーに熱くなっている人は誰で

すか。駅伝で力を振り絞って走る選手に手に汗し

て応援しているのは誰ですか。バスケやホッケー

のタイムアップを一緒に数えているのは誰ですか。

スクラムで力が入り，トライでは歓喜する、そん

な人は誰ですか。

それから、最後のバッター、最後のサービス、

スタート前に心震わせているのは誰ですか。

それは、私たち打と思います。

「いつでも、どこでも、誰もがスポーツを楽しめ

る」そんな社会を実現するため、今年度も頑張り

ます。

千葉県連盟事務局長 佐々木 睦昭

常任理事会報告



SPORTS CALENDAR

６月 ５日（土） 男女別３ペアチーム対抗テニス大会

６月 ６日（日） 野球協議会リーグ戦

６月１２日（土） 祭典・テニス大会・男子ダブルス

６月１３日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦
混合D３ペアチーム対抗テニス大会

６月１９日（土） 祭典・テニス大会・女子ダブルス

６月２０日（日） 野球協議会リーグ戦

６月２６日（土） 女子D・混合D男子Dペア
チーム対抗テニス大会

６月２７日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

７月 ３日（土） 祭典・テニス・男女シングルス

７月 ４日（日） 野球協議会リーグ戦

祭典・テニス・混合ダブルス
サッカー協議会リーグ戦

７月１１日（日） 野球協議会リーグ戦

チーム対抗テニス大会
７月１８日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦
反核・平和マラソン

７月２２日（木） 祭典・テニス全国予選会・男女Ｄ

７月２３日（金） チーム対抗テニス大会・シニア

７月２４日（土） チーム対抗テニス大会・男女別

７月２５日（日） 野球協議会リーグ戦

全国テニス協議会総会 ７月４日（日）

６月 ７月

今回はスポーツではなく今話題になっていますコロ
ナワクチンのことでぼやいてみました。
医療従事者に続きようやく65歳以上の高齢者へ
のコロナワクチン接種が始まりました。
2021年4月末現在（NHK発表）によりますと、
政府は6月末までには対象の高齢者全員に2回ず
つ接種できる量を供給できる見込みだとしています。
一方、世界では接種回数が10億回を超えました
が、日本では公表された最新の実績で医療従事
者と高齢者を合わせておよそ270万回。このうち高
齢者だけを見ると1回の接種を終えた人はまだ1％
にも届いていないことがわかりました。
筆者を含め新日本スポーツ連盟連関係者は押し
なべて中高年層が多い（失礼！）ので、既にワク
チン接種案内（クーポン券）が届いている方も多
いのではないでしょうか？かく言う筆者も昨年古希
を迎えましたので対象者となると思い連絡を待って
いましたがなかなか行政からの連絡が来ないのでや
きもきしていましたら、やっと4月末に案内状が届き、
ネットが電話で予約する旨書いてありました。
この種の予約は電話ではなかなか繋がらないだろ
うと思い、早速ネットで予約しましたら一発で予約

完了。続いて相棒（妻）の予約もネットで済まそう
とアクセスするも、ＩＤ番号ないし入力情報に間違
いがある旨のメッセージがあり、何回もトライしても同
じメッセージが出るばかり。仕方がないので電話に切
り替え連絡するも常に話し中。1時間くらいかけ続
けると偶然繋がりましたので、ネット予約ができない
旨伝えると「それではこの電話で受け付けます」とい
う事で奥さんの分も無事予約を完了することができ
ました。
この種の予約はネットが一番確実となりますが、
果たしてネット環境にある高齢者がどの位いるのか？
恐らく大半の人は電話予約に殺到することは明白
です。相棒の知人には高齢者が多いのですが「電
話が繋がらないので予約を諦めた」いう方も多いと
のこと。
政府の無為無策で感染が収まらずワクチン頼みと
いう体たらくにはあきれてしまいます
このような状況で開幕まで2カ月余
りとなった2020東京オリパラに対し
て7割を超える国民が「中止」「再
延期」を求めるのも頷けますよね！

コロナウイルスワクチン接種は済みましたか？
予約までのハードルが高い、何とかして！


