
8月29日（日）千葉ポートアリーナにて第5

7回千葉県スポーツ祭典・個人戦が開催され

ました。

この大会は全国卓球選手権大会の県予選会と

して計画した大会でした。

ところが開催日4日まえの25日（水）になっ

て突然『11月の秋田での全国大会一般の部は

中止し、期日や会場は未定ながらも延期』 と

の情報が入りました。

運営委員会としては予選会としては開催出

来ないので「オープン大会」として開催し、

開催の見通しがついた段階で代表として認定

する条件で、急きょ募集し直し組合せも作り

直しました。

当初一般男子は“棄権します！”との選手

が多いのではないかと予想したのですが、『試

合をやりたい！』との選手が多く、２２名が

再度エントリーして下さいました。

そこで4ブロック5～6名のリーグ戦の後順

位トーナメントを行い何と賞品も出すことに！

一般男子の1位トーナメントには「０３４」

の白井裕也、「Ａｖａ」の田村洸大、「ガチ会」

の永井知明、「松飛台クラブ」の小林陽太郎の

4選手が参加。 決勝戦は白井選手と小林選

手が対戦。10－12，11－7、11－1，13－1の

3対1で白井裕也選手が全国大会への1番目の

切符を手に入れる事が出来ました。（全国大会

が何処であれ開催出来る事を願っています。）

年代別の部は群馬県の高崎市で開催されま

す。男子12名、女子10名の選手に全国大会へ

の認定証が手渡されました。

オープン大会には男子61名、女子32名のエ

ントリーがありました。

男女とも4ランクに分かれてリーグ戦を行

いました。

真剣な中にも交流を大切にし、受けられな

いサーブがあれば教え合ったり、良いサーブ

やプレーがあれば拍手を送ったりなど、和気

藹々とした姿が随所に見られました。

試合が一番良い勉強になっていることを実

感した大会でした。

なお、大変残念ながら大会一週間後、参加

者の中に新型コロナウイルス感染症の陽性者

がいたと言う情報が事務所に届きました。そ

の方は前の週から体調不良の為、心配になり

翌日かかりつけの医者に診てもらったところ

31日になり陽性と判定されたとの事。

『スポーツ連盟の大会でコロナが出た！』と

の噂が広まった事から緊急の運営委員会を開

催、9月23日（木・祝）花島公園体育館で開

催予定のダブルス大会は中止する事になりま

した。

ＨＰに中止のお知らせをすると共に、体調

が悪い時は参加を控えるようにまた、直ちに

協議会まで連絡する様、呼びかける事にしま

した。

大会結果は右のQRコード

を読み取ってください。

文責 日野正生・金子泰夫
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9月12日（日）中田競技場でC1リーグ第3節の試

合が行われました。

時折小粒の雨がパラパラと降る曇り空のなか、試

合の開催は大丈夫との事で、この日の会場責任者・

那須さんが会場管理者との打合せを行いました。

芝生がいつもに比べて整備されていてオヤ？と思

いつつ玄関フロアーに入ったところ、2020東京五輪

大会に出場したブラジルの代表選手が練習した写真

が掲載されていました。

管理事務所の清水さん（女性）曰く、「ブラジル

代表団の練習の時期に芝の状態を１年で一番良い状

態にしていたんですよ」。

第一試合はワイルドマジョーラ対FCミラノ。

9 時 3 0

分ワイル

ドマジョー

ラのキッ

クオフで

試合開始。

37分ミラ

ノ28番によ

る右からの

センタリン

グを起点に

先制点が入

りました。

徐々にミラノのペースになり４点が入り前半終了。

ミラノは随時メンバー変更できるもワイルドは11

名のフル出場のため止むを得ないところ。

途中僅かですが雨も降ってきました。

後半20分にはミラノのヘディングシュートが決ま

り6点目。 しかしワイルドも27分ミラノのバック

ス陣の間隙を抜いて待望の1点を叩き込みました。

ミラノは参加した選手全員を試合に投入、スピード

感のある試合展開を保持しました。 最終的にはミ

ラノが12得点を入れ大勝しました。

第二試合はHELLCATS対東和FCマインズ。

11時10分

HELLCATS

のキックで

試合開始。

開始5分

HELLCATS

左サイドの

崩しからの

シュートが

決まり先制

点を挙げまし

た。 HELLCATSが押し気味に試合を進めましたが、

東和も最終局面で守り、両者譲らなし好試合となり

ました。 綺麗な芝生の為か両チームともタックル

の応酬でボールの取り合いが続きました。 コロナ

禍で思うように運動が出来なかったせいか、ここぞ

とばかりに選手は躍動しボールがピッチの周りを囲

うフェンスを越え道路まで飛んでいく場面もありま

した。

前半は15分に7番からのセンタリングを41番がダイ

レクトでたたき込み2点目が入りました。

後半も一進一退が続きましたが、ゴール前の混戦

から東和のオウンゴールでHELLCATSが3点目を加

えました。続いてHELLCATSが攻めるも東和のキー

パーの果敢なプレー

で得点を許しません

でしたが試合終了直

前にキャプテン岡田

選手のドリブルシュー

トで4点目を入れ、

試合終了のホイッス

ルとなりました。

点差はありましたが、開催された2試合とも最後ま

で見どころのある好ゲームでした。

文責 金子

ワイルドマジョーラ

ＦＣミラノ

HELLCATS

東和ＦＣマインズ



2021年４月に開幕した第55回全国軟式野球大会

千葉県大会決勝トーナメント戦が9月20日（月・祝）、

天台軟式野球場で開催されました。

参加チームは１部優勝の栄町クラブZ（８勝１敗１

引き分け）、２位の千葉北ブルズ（７勝２敗１引き分

け）、２部優勝Smokers（１０戦全勝）、３部優勝の花

園サミッツ（９勝０敗１引き分け）の４チーム。

いずれもこの半年間勝星を重ね協議会傘下31チー

ムの頂点を決める舞台に登場してきました。

第１試合は栄町クラブZ vs 花園サミッツ。今年リー

グ戦初参加の花園サミッツは、リーグ戦の勢いを生か

し常勝軍団・栄町クラブＺを凌駕するかどうか、期待

を集めましたが百戦錬磨を誇る栄町クラブＺの集中砲

火を３回と６回に浴び９点の大量点を奪われ最終回に

１点を返すのみ。時折いい当たりが出るものの、次の

一打が続かず栄町クラブZの投手陣を崩すことなく、

一敗地にまみれました。

やはり、老練なチームと戦うには単調な一本やりの

攻撃ではまだまだとの指摘もありましたが、若いチー

ムで力は持っています。来シーズンの活躍が期待され

るところです。

続く第２試合は

Smokers vs 千葉北

ブルズ。 先発ピッ

チャーの状態が両チー

ムとも素晴らしく千

葉北ブルズは１回裏

の攻撃で上げた１点

のみ。俗にスミイチと言われる状態が最終回まで続き、

このままゲームセットと思いきや、Smokers打線の驚

異の粘りで最終回に逆転。その裏の千葉北ブルズの反

撃を０点に抑え決勝戦に駒を進めました。

１３時３０分決勝戦のプレイーボール。

１回裏の栄町クラブZはエラーで出塁した走者をタ

イムリーヒットで返し２点先取、その後塁上に貯めた

走者を一気にホームに返す満塁ホームランが飛び出し

一挙６点のビッグイニング。ここで意気消沈したかに

見えた Smokersは前の試合で逆転した勢いそのまま。

２回には相手守備の乱れをついて塁上に出た走者を

タイムリーで返し１

点、３回には大辻選

手のツーランホーム

ランで２点、そして

４回には３回に続き、

大辻選手の満塁ホー

ムランが飛び出し一

気に逆転。そのままの勢いでゲームを制しました。

試合後のインタビュー

でSmokers 代表・中

島啓太選手「１回の

裏に６点取られたこ

とで逆に開き直るこ

とが出来ました。僕

たちはチャレンジャー

ですので何も失うものはありません。」無欲の勝利と

いう言葉がありますが、まさにそれを地で行く試合展

開でした。

スコアは次のとおり↓

優勝：Smokers

準優勝：栄町クラブZ

大辻選手の
豪快なバッテイングフォーム



2021年9月16日（木）、第5回常任理事会を開催しま

した。

この間の特筆すべき経過報告として、8月29日に開催

した卓球大会（個人戦）に陽性反応者が参加していたとの

報告がありました。

結果として、大会参加者や関係者に感染はありませんで

したが、今後卓球やそれ以外の大会においても同様の事案

が発生することも考えられることから、その際の対応につ

いて以下のとおり確認しました。

①感染予防対策については引き続き最重点の取組みを継続

する。

②大会参加者に、自身が感染していたことが判明した場合

は、早急に県連盟に連絡してもらうことを再徹底する。

③こうした事実が判明した場合は躊躇無く、参加者（団体

競技の場合はチーム代表者）に事実関係のお知らせをす

る。

④大会参加者には、自身が感染源になり得るかもしれない

という自覚を促す。

協議議題としては

☆緊急事態宣言下の連盟活動について

２０２１年９月３０日付けで全国連盟から発せられた

『「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」解除後の対応

について』 の要請に基づき安心安全な大会運営に努める。

☆県連盟の財政について

夏季カンパは目標額を超える金額が寄せられたが、特定

の個人に集中するカンパではなく、会費や各協議会からの

事務所維持費など、広くうすく財政基盤を作っていく必要

がある。

収入や支出の透明化に努めなくてはならない。

☆50周年記念誌について

メッセージを寄せていただくよう再度依頼したが、未だ

に多くの個人団体からメッセージが寄せられていない。

市や県などの行政や外部の団体からはある程度寄せられ

ているが、連盟内部のメッセージ集約が遅れている。

再度の声かけが必要だ。

☆その他

・ SportsNetちば10月号の記事割り付け

・ ホームページの運用について、大会結果ややってきた

ことのお知らせより、今後の予定や大会要項など参加や

加盟に資するページ作りを追求する。

・ 「スポーツのひろば」誌の普及について

「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」
解除後の対応について

２０２１年９月３０日 新日本スポーツ連盟

・感染症対策本部

政府は、19県の緊急事態宣言と８県へのまん延防

止等重点措置の適応について、期限となる９月３０

日をもって「解除」することを決定しました。しか

し、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の適応が

解除となりますが、段階的な解除とすることと述べ

ました。

新型コロナ感染者の急激な減少の中で、厚生労働

省の専門家会合のあと会見した脇田隆字座長は、現

在の感染状況について

「かなり改善している。分科会が示した解除に関する

指標もほとんどクリアされている。ただ、全国的に

大きな規模で感染拡大したこともあり、重症者数は

前回の流行の際のピークを下回った程度でまだ高い

ところがある。一般医療への負荷もまだ残っていて、

感染状況をさらに改善させることが重要だ。もう1段

階、感染状況を下げたい」 と述べました。

感染者の急激な減少の原因は「確定的なことはわ

からない」が、①お盆後や長雨で外出が減ったこと

②大変な感染爆発のニュース発信が影響 ③涼しくな

り換気がしやすくなった ④感染しやすい季節が過ぎ、

収束と拡大を繰り返す局面の一つ、などが言われて

います。

同時に、ワクチンの効果はあるが、感染者の８割

はワクチン未接種とのことですから今後も注意が必

要とのことです。

昨年から１年半、新日本スポーツ連盟、各都道府

県連盟、全国種目組織では大変な苦労を強いられて

きましたから“いよいよ”と意気込みたいところで

はありますが、まだ新型コロナ感染拡大が心配され

る状況には変わりはないと考え、これからの取り組

みについて役員での検討・対応を次のように要請い

たします。

＜要請内容＞

１．宣言が解除されても、感染防止（マスク着用、

互いの距離を取る、換気の回数、事前の検温、ア

ルコール殺菌など）への対応はこれまで同様、続

けましょう。

２．これまで制限していた「参加者数」は、施設側

の判断などとも協議し、一気にすべてを可能とは

せず、感染状況を見ながらの取り組みとしましょ

う。 （例：１カ月程度の後の感染状況の推移で、

好転すれば増加するなど）

３．「県をまたぐ参加」も解除可能ですが、１０月は

これまで同様にし、この中での感染状況が改善さ

れれば解除していくことを考えましょう。

（解除されても１カ月程度は全国的な感染状況推移

を見ましょう）

４．感染状況が増加に転じる状況では、現在の制限

と同様の対応に戻すことも意思統一しましょう。

以上、ご検討いただきますよう要請いたします。

なお、各地のさまざまな状況があるかと思います

ので、悩まれる場合には全国連盟にご相談いただけ

れば一緒に考えていきたいと思います。

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 Smokers
②代 表 者 中島 啓太
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）
＜名前の由来＞

チームを立ち上げたのは2年前（2019年）の夏頃で
す。少年野球が同じチームだった仲間と大人になっても野
球をやりたいということから先輩に持ち掛け結成しました。
メンバーが轟町（千葉市）出身が多かったことと語尾に
カー／Car(車）がある名前を付けたかったのでこのような
名前となりました。
チーム名から喫煙者が多いのでは？と思う方が居るかも
しれませんが、決して対戦相手の皆さんを「煙に巻く」チー
ムではありません（笑）
＜チームの特徴＞
平均年齢は23～24歳とめっちゃ若く、せっかく大人になっ

てから野球をやっているんだ
から楽しくやろうよ！とい
う考えからみんなで楽し
くできる「全員野球」が
モットーです。
メンバーの中には高校・
大学でも野球を続けて

いた選手もいるので、お互いに
野球の関する知識を教えあいチー
ムの雰囲気はとても上々！向
上心が高い楽しいチームです。
＜練習日程等＞
各自練習が基本ですが、月1
回くらい集まって全体練習を行っています。
全体練習はキャッチボール・ノック等を行っていますが、グ
ランドが取れれば試合形式等の練習を行っています。グラ
ンドはその都度探しています。
＜登録人数等＞
現在の登録人数は16名ほどです。社会人と学生で構
成されています。今のところメンバーはそれなりに揃った状
況ですので新規募集は行っていませんが、仲間内から入
部したいと言う話であれば受け入れたいと思います。

⑤クラブのアピール
今年の目標であったリーグ戦制覇が達成でき、来年度
は1部昇格となるので1部でも優勝争いに食い込みたいと
思います。
また、昨年のトーナメント戦では悔しい負け方をしたので
今年はリベンジを果たしたいですね。
新日本スポーツ連盟の野球と言えば「Smokers」と言

われるチームに
なりたいですね！
野球を通じて
いろんな人と交
流したいと思い
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）
関東大会への出場にあたってはレベルの高いチームと試
合ができると思います。せっかくの機会ですので楽しみなが
ら、でも「勝ち」に拘わりたいです。引き続きよろしくお願い
いたします。

＊ クラブ紹介に掲載させていただけるクラブを募集して
います。 県連盟事務所までご一報ください。

クラブ紹介

Smokers
野 球

第55回全国軟式野球大会千葉県大会

で優勝しました

MVPで表彰の大辻選手

変幻自在の投球で

相手打線を封じる中島投手



SPORTS CALENDAR

１０月 ３日（日） 野球協議会トーナメント戦

シニアチーム対抗テニス大会・女子

１０月１０日（日） 野球協議会トーナメント戦

年齢別男子ダブルステニス大会

１０月１７日（日） 野球協議会トーナメント戦

サッカー協議会リーグ戦

１０月２４日（日） 野球協議会トーナメント戦

シニアチーム対抗テニス大会・男子

年齢別女子ダブルステニス大会

１０月２９日（金） ミックスダブルス卓球大会

１０月３１日（日） 野球協議会トーナメント戦

１１月 ７日（日） 野球協議会トーナメント戦

テニス協議会混合D2ペアチーム対抗

１１月１４日（日） 野球協議会トーナメント戦

テニス協議会男女別２ペアチーム対抗

サッカー協議会リーグ戦

１１月２０日（土） テニス協議会女子D、混合D、

男子D3ペアチーム対抗

１１月２１日（日） 野球協議会トーナメント戦

ミックスバレー千葉・板橋交流大会

１１月２３日（休） テニス協議会・第１回女子D 会長杯

サッカー協議会リーグ戦

スリーダブルス団体戦卓球大会

１１月２８日（日） 野球協議会トーナメント戦

テニス協議会・第１回男子D 会長杯

10月 11月

暑い夏が終わり、体を動かすには最も適切

な季節になりましたが、1年半余りに及ぶコ

ロナ禍の為、スポーツの秋とは言えない状況

が続いていますね。

特に８月上旬に発出された4回目となる

「緊急事態宣言」は延長、再延長と2度も延長

され9月末までは現状が続くことになります。

巷では「もう、いい加減にしてほしい」とい

う声が充満しています。

この国のトップは口を開けば「自粛、自粛」

を繰り返し、政策そっちのけで国民に負担ば

かりを押し付けていますね。挙句の果て政権

を投げだしましたが、最後まで自助を言うだ

けで公助は口にしませんでした。

新型コロナウイルス感染症の厄介なところ

は、無症状の人も感染拡大に一役買っている

ことです。

自分は大丈夫と思っていても、その実ウイ

ルスをまき散らしている自覚がない事。この

ような無症状の人もひっくるめて、検査を拡

充し、陽性反応がある人を隔離して徹底的に

検査を拡充することが求められているにも関

わらず、政府はオウム返しのように緊急事態

宣言を発出、人の流れを減らす、不要不急の

外出は止めろ、飲食は4人以下で短時間で行

う事等々・・・・

最近はワクチン接種を受けたくないという

若者を批判するだけ。

最近発表された学説によると、「濃厚接触

者の主たる対象は家族となる」、「マスクを外

して会話しても1日延べ15分間以内であれば

許容範囲」、「空気感染が主流なのでマスク着

用・手指消毒を徹底すれば通常の経済活動に

戻ること出来る」という話を聞きました。

私たちが開催している大会にも感染しても無

症状の人が出場している可能性があるという

想定で感染対策を徹底して行う以外に方法は

ないようです。

スポーツ団体は大会を開催してなんぼ。

自粛、自粛ではこの先は先細り、ひいては組

織の解体にも繋がりかねません。

今年の秋は今まで以上に感染症対策をきっ

ちりと講じ、仮に患者が発生したとしても情

報公開を積極的に行う等をこころがけ大いに

スポーツを楽しみ「スポーツの秋」

を満喫したいですね。

スポーツの秋 ～～コロナ禍での楽しみ方は？～～


