
10月10日（日）道満野球場（埼玉県戸田市）

で関東4県（東京・埼玉・神奈川・千葉）から

勝ち上がった4チームによる関東選手権大会

が行われました。

千葉からは9月26日開催の千葉県大会で優

勝したSmokers が出場。

準決勝では剛球会（東京代表）を4対１で

下し、決勝では渡辺ツインズ（埼玉代表）と

対決。途中までは鉄壁の守備から緊迫した試

合展開となったものの、終盤渡辺ツインズの

打棒に屈し、準優勝となりました。

以下大会レポ―トです。

準決勝第1試合

THURDERS vs 渡辺ツインズ

渡辺ツインズの打棒がさく裂。毎回得点を

重ね7対0の大量点を挙げ、一方投げる方はで

は田島投手がTHURDERS打線を散発2安打

に抑えるなど攻守にわたり相手を圧倒。完封

勝利を収めた。

準決勝第2試合

剛球会 vs Smokers

初回、剛球会は先頭打者がデッドボールで

出塁するも盗塁でアウト！

1死からの連打で2・3塁のチャンスを得る

も無得点に終わる。

Smokersは、その裏2死から四球、続く2盗、

3盗で２死3塁のチャンスを作り、4番打者が

レフト線2塁打

のタイムリー

を放ち先制点

を挙げる。

続く2回にも

追加点、3回に

も相手エラー

に乗じて追加

点を挙げ試合を有利に進める。

対する剛球会は5回2死から連続2塁打で1点

を返す。

その後、7回には剛球会は先頭打者がセン

ター前ヒットで出塁するも盗塁失敗で万事休

す。
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決勝戦：渡辺ツインズvs Smokers

2回の裏、渡辺ツインズは先頭打者がセンター前ヒッ

トで出塁。2本の内野安打で先制点をもぎ取るも、そ

の後はSmokers内野守備陣による堅守もあり、なか

なか点を挙げられない試合展開。

Smokersの反撃が期待さ

れたが5回の裏、剛球会は

先頭打者がレフト前ヒット、

犠打、ショートゴロで3塁

に達し、このチャンス（2

死3塁）に放たれたサード

内野安打で追加点を挙げる。

続く6回も2点を追加し勝利を決定づけた。

対するSmokersは6回先頭打者がレフト前ヒット、次

打者のライトオーバー2塁打で無死2・3塁のチャン

スを作るも後続がなく無得点に終わる。

Smokersは千葉での闘いと同じような戦法だった

がチャンスに点を「取る」渡辺ツインズに屈した試

合展開であった。来期の大会での捲土重来を期待し

たい。

なお、Smokers・中

島選手は好投・功打

が評価され優秀選手

賞に輝いたことを付

記しておきます。

（野球協 脇村：補記 園川）

９月20日に決勝を迎えた第55回全国軟式野球大会

決勝トーナメントに続き、９月26日から第45回選抜

軟式野球大会が開幕しました。

この大会には、リーグ戦に参加しなかったチーム

も含め、23チームがエントリーし、3チームから5チー

ムでのリーグトーナメント方式で行われます。

この方式は、一昨年までのトーナメント方式とは

異なり、2試合はできると大会参加チームからも好評

を得ています。

10月10日までの試合結果と組合せは以下のとおり

です。

試合結果は、県連盟のホームページ－種目別協議

会－野球協議会－トーナメント戦2021年に随時アッ

プロードしますので

野球協議会のホームページは左

記のＱＲコードの読み取りから入

ることができます。

是非おたずねください。



新日本スポーツ連盟千葉県連盟主催の「２０２１年

秋のバレーボール大会 男子大会」が、８月２１日

（土）の予選大会と１０月１０日（日）の決勝大会を

花島運動公園体育館にて開催いたしました。

今回の大会は、長く続くコロナ禍の中、参加応募チー

ムは、男子３チーム、女子チームゼロでしたが、大会

関係者や参加チームも協力もあり無事終える事が出来

ましたので、皆様にご報告します。

通常ですと、この大会は、全国予選会も兼ねての大

会となりますが昨年同様コロナの影響で全国大会が中

止となり千葉県バレーボール交流会男子大会として催

すこととしました。

参加チームは、COMPARE、健友会、AMETMYS

Tの３チームで、総当たり戦としました。

その結果、２勝０敗のAMETMYSTが１位、１勝

１敗のCOMPAREが２位、そして健闘むなしく０勝

２敗の健友会が３位となり、予選大会は終了しました。

１０月１０日の決勝大会はこの３チームをシードと

した上で、新たにチームを募集して催すことにしたと

ころ、Badass、健友会、SBJの３チームが決勝大会に

参加してくれることになりました。

決勝大会は、３チームずつ2ブロックに分け、リー

グ戦を行い、各ブロックの１位、２位、３位が順位決

定戦を行う方式にしました。

また、予選に参加したチーム上位からシードとして

先に配置を決め、当日参加チームの配置は抽選による

ことにしました。

Aブロックでは、Badass対AMETMYSTです。予

選１位のAMETMYSTに食い下がったBadassでした

が、０：２で負けてしまいました。

Bブロックでは、SBJ対健友会です。

SBJは、主に埼玉県内で活動をしてるチームで、実

力通りの戦い方でSBJの勝ちとなりました。

各ブロックの結果は、Aブロック１位ROAR、２位

AMETMYST、３位Badass、Bブロック１位SBJ、２

位COMPARE、３位健友会となり、ブロック同位チー

ムにて、順位決定戦が行われました。

順位決定戦は、まず各ブロック３位がAコート、２

位がBコートにて行われ、

Aコート健友会対Badassは、２：０で健友会、Bコー

トでは、AMETMYST対COMPAREは、２：０でA

METMYSTが勝ちました。

１位どうしの優勝決定戦は、SBJ対ROARです。

SBJが埼玉での強豪チームですが、対するROARも

各大会の上位常連チームです。さながら、千葉県対埼

玉県の戦いの図式になり、大会の盛り上がりも最高潮

になりました。

結果は、２：１のフルセットで辛くもROARの勝

利となり、千葉の面目も保つことが出来ました。

今回の「２０２１年 秋のバレーボール祭典」は、

コロナの影響で、参加チームも少なく開催も危惧され

ましたが、参加チームの開催への熱意や適切な助言な

ど頂き運営費など多少の不足も出ましたが、無事に予

選大会及び決勝大会を開催出来ました。

また、今回の大会を開催した結果、大会運営にたく

さんの助言を下さった代表者の真摯な態度、そして大

会中の選手達の笑顔を間近に見て、あらためてスポー

ツを行う意義、大切さを得ることが出来ました。これ

は、私たち各スポーツ大会を運営する者にとっても金

額には表せない大きな財産として今後の力になってい

くものと思います。

ここに、今回ご協力頂きました、関係各位、大会参

加チーム各位へ御礼を述べ大会報告とさせていただき

ます。

大会運営役員

バレーボール協議会 吉川 明



2021年10月21日（木）、第6回常任理事会を開催しま

した。

この間の経過報告としては、ホームページへの記事のアッ

プ状況等について事務局より報告がありました。

協議議題としては

☆行政(千葉県･千葉市）との懇談について

懇談の際に持参ずる署名が、大会が開催されない中で、

集約がほとんどできていない。

状況的には署名を持参しなくてもかまわないが、団体署

名のようなものでも持参した方が良いのではないか。

昨年同様文書による要望を提出し、行政からも文書で回

答してもらえば良いのではないかという意見もありました

が、これまで作り上げてきた関係を維持するためにも、直

接面談で懇談していった方が良いだろうと言うことになり

ました。

具体的な要望内容は、実際に施設を使っている各協議会

の選手屋役員の皆さんからの声を吸い上げて作ることにな

りました。

☆来年のスポーツ祭典のチラシ作成について

今年は野球をテーマにチラシを作ってきました。

2022年（来年）は卓球、23年はバレーボール、24年

はスキーをテーマにチラシを作ることにしました。

☆次年度役員の要請について

次年度は役員改選もあることから、各協議会の方に依拠

しながら、総会や理事会などに参加してくれた方を中心に

声をかけていく。

人としてのつながりも重視しながら、若い方を中心に声

かけをしていく。

☆その他

・SportsNetちばの編集内容

・県連盟の財政について

特定の方に偏ってはいるものの、募金（カンパ）が予

算を上回って寄せられた。

この募金をこの間PCや事務機等の購入により取り崩

してきた特別基金に繰り入れたいとの財政部長からの提

案があり、これを了承した。

・50周年記念誌へのメッセージ依頼について

依頼文書を作り送付してきたが、半数近くの団体から

返事が来ていない、早急に督促を行う。

他団体はともかく、県連盟の種目別協議会等からのメッ

セージも来ていない状況がある。取組の強化を諮る。

・大会の開催に向けて

この間大会を開催した種目では、本当に待たれていた

と感じた。

大会でなくても、練習会でも良いから競技の機会を作っ

ていくことを確認しました。

２０２１年のＮＬＢは昨年に続き新型コロナウイ

ルスが収束しないなか無観客で始まり、オリンピッ

ク開催（日本は野球で金メダル獲得）で中断があり

ながらもセ・パとも大詰めを迎えている。

大方の予想を裏切りセリーグでは９月からヤクル

トスワローズが圧倒的な強さで連勝を伸ばし阪神を

かわし優勝戦線のトップに立ち１０月２６日６年ぶ

りに優勝した。

パリーグも同様でオリックスが首位を走り、地元

ロッテが波がありながらも粘りの野球を展開しゲー

ム差なしで続いている。

首位オリックスは全日程を終え、３試合を残す２

位ロッテの試合結果を待つ形となり、１０月２７日

ロッテが楽天に敗れ２６年ぶりの優勝となった。

セ・パ両リーグとも前年最下位からの優勝である。

前半好調の阪神は終盤失速し１６年ぶりのリーグ制

覇はならなった。

巨人は終盤、投打がかみ合わず連敗が続き優勝の

望みは消えたが何とか３位でCS進出を決めた。CSで

どう立て直してくるのか？

パリーグは日本シリーズ４連覇中のソフトバンク

がシーズン初めから波に乗れず、早々と優勝戦線か

ら離脱しCS進出もならず５連覇の夢は立たれた。

今年は例年にない９回引き分けというルール、オ

リンピック中断という異例のペナントレースとなっ

た。

引き分けは巨人２０、ソフトバンク２１と各リー

グ最高となっている。９回引き分け制が両チームに

影響があったかどうかは意見の分かれるところであ

る。

ヤクルトの勝因は投手陣の立て直しが上手くいき、

各々の投手がその役割をきちんと果たしたことと若

き主砲村上が２年連続活躍したことが大きい。

パリーグはオリックスは山本投手の活躍と打線の

復活が大きかった。

さあ、ＣＳを勝ち上がり日本シリーズ進むチーム

はどこか？そして２１年の日本シリーズを制するチー

ムは？

千葉県民としては大事に育成されてきた佐々木朗

希投手がＣＳ・日本シリーズの大舞台でどのような

投球をするのか是非見たいものである。

野球協議会 脇村元夫

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 S．Ｂ．Ｊ
②代 表 者 北川 真
③チームの連絡先（連絡希望の方は県連盟事務所）

https://m.facebook.com/SBJVB/
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）
2015年東京都大田区にて発足しました。”S.B.J”は

”さなだぶらっくじゃっく”の略称で、“さなだ”は監督の名
前“真”と大田区の“田”を“真田（さなだ）”と読ませ、“ブ
ラックジャック”は旧ソ連の戦略爆撃機の意味から、多彩
な攻撃を仕掛けて爆撃機の如く敵を粉砕するという由来
になります。
当初は大田区で長きにわたり活躍した六虎会（ろっこ
かい）のベテランメンバーにアシストしてもらいながら、若
手の新チームとしてプロデュースを受け活動を始めました。
故にシンボルマークに“ROKKO PRODUCE”と標され
ています。
早稲田系大学サークル“ばれいショ”から入部するメンバー
が多く、現在は早稲田実業高校出身の選手が多く在籍
します。 平均年齢は20代前半と若いチームです。
定期練習は都内で金曜日に行っていますが、在籍メン
バーが千葉方面に多い事から拠点を移す計画を考えて
おります。

⑤クラブのアピール
2019年に新日本スポーツ連盟全国大会及びクラブカッ
プ全国大会に初出場し今年も同大会への出場を目標と

しておりました。
しかし今季は、コ

ロナ禍における大会
中止等も重なり、目
標を失った形です。
そんな中でも、来

期に繋がるよう日々精進し、ささやかながら活動を行って
おります。
今年は創部以来の通算勝利数150勝を達成したの

で、来期に200勝へ到達出来る様
コロナ禍で減少している大会の中でも一つ一つ勝ち

星を積み重ねたいと思います。
※10/10現在通算成績：232戦 161勝69敗

2分 勝率.700

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）
現在巷では自主的に大
会を開いたりという風潮が
ありますが、楽しさを重視
するあまりそこには競技に
対するルールを度外視した
ものが多々見られ、一般
大会にも影響している傾向があると感じています。
固いと言われるかも知れませんが、スポーツはルールの
中で成り立つものであると思います。
そしてそこにバレーボールの競技スポーツとしての本当の
楽しさがあるのではないでしょうか。
そういったことをこれからの世代の若者たちにしっかり伝承
していくことも大切ですし、それが競技の繁栄・連盟の継
続に結び付くと思いますので、皆で協力しながら運営して
いける大会が出来れば良いなと思います。

高校生等、別
カテゴリーのチー
ムとの交流大会
があると面白いの
ではないでしょう
か。

クラブ紹介

Ｓ．Ｂ．Ｊ
バレーボール



SPORTS CALENDAR

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・板橋区交流大会
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

テニス協議会総会（運営委員会） １１月 ３日

県連盟理事会（第２回） １１月２５日

12月 5日（日） 野球協議会トーナメント戦
テニス協議会チーム対抗

女子D３ペア 混合D３ペア 男子D３ペア

12月12日（日） テニス協議会チーム対抗
混合D・３ペア

12月19日（日） 冬季卓球大会

12月25日（土） テニス協議会 会長杯

12月26日（日） サッカー協議会リーグ戦
テニス協議会 年齢別男子D

空手協議会理事会 １２月１２日

11月 12月

ついにこの日が来た。プロのスポーツ選手

であれば誰もが迎える日が来るのだが・・・

2001年春場所で初土俵。2007年夏場所後に

22歳で横綱となり横綱在位84場所、優勝回数

45回、通算1187勝（内、幕内通算1093勝）、

双葉山の69連勝に及ばなかったものの63連勝

の大記録。

そのどれをとってもこれらの数字を残せる

力士は現状を見ても見当たらず、おそらくこ

れからも白鵬関を超える力士が出てくること

はないだろう

若干15歳の時モンゴルから大相撲の力士を

夢見て来日するも、人一倍細身の白鵬を誰も

引き受ける部屋はなく、帰国前日にやっと引

き受ける親方（当時の宮城野部屋）が現れた

という。

白鵬関が横綱を張った当時は同じモンゴル

出身の横綱・朝青龍関が無類の強さを誇って

いた。

悪役然の朝青龍関と比べると、丸反対の善

人に見える役回りといえる白鵬関だったが、

朝青龍関の引退後、一人横綱となってから、

野球賭博、八百長相撲等大相撲が危機を迎え

る中で相撲界を一人で引っ張ってきた功績は

大きく、また並大抵な苦労ではなかったはず。

もし白鵬関がいなかったら今のような大相

撲はなかったかもしれない

先日NHKテレビで独占インタビューが放送

されたが、彼がいかに相撲を愛していたか、

日本人に好かれようと日々努力していたか、

専属トレーナーが克明に書き留めた白鵬関の

日々のつぶやきが如実に物語っていた。

引退直前の彼の相撲はどちらかといえば荒っ

ぽい所作が目立ち、横綱審議委員会からも横

綱の品位に欠けると再三の注意を受けていた。

そもそも横綱の品位とは何か？漠然として

おり「これがそうだ！」とは横綱経験者と言

えども、誰も明確に答えられないという。

白鵬関は先のインタビューの中でそれを尋

ねられると暫し熟慮してから「（力士は）土

俵で勝つこと」と答えている。ある意味勝負

師に徹しているといえる。

これからも彼を超える力士は出

てこないだろう「ありがとう白鵬

関！」と心を込め感謝の意を伝え

たい。

大相撲・横綱白鵬関の引退に思う
～～～稀代の名力士、遂に土俵を去る～～～～～


