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年明け早々に緊急事態宣言が発出されて

から幾度かの宣言継続が行われ、やっと9月
末に解除。

この間、医療現場の危機が叫ばれる中、

東京オリパラが強行開催され、夏場の爆発

的パンデミックを招いてしまいました。

私たちの運動もコロナの影響をもろに受

ける中、昨年中止とした「青葉の森・リレー

マラソン」は規模を縮小して開催にこぎつ

けることが出来たり、野球・サッカー・テ

ニス等の屋外競技については感染対策を図っ

て年間通して開催することが出来ました。

ただ、屋内競技となるバレー・卓球・空手

などは会場の利用制限やチーム事情から大

会自体が出来ない状況もあり種目によりま

すが明暗を分けた1年とも言えます。
このような状況でしたが、やはりスポー

ツ愛好者からは「このような厳しい中で大

会を開催いてくれて感謝している」旨の声

が多く届いています。これらの声に励まさ

れて、私たちは前に進んでいけると思いま

す。またぞろコロナ禍が動き出しそうな気

配もありますが何とか乗り切っていかなく

ては、と思う1年でした。

そうそう50周年記念事業が出来なかった

事がもう一つ悔いが残るところです、50年
史の発行が来年に向けての課題です。

（理事長・園川 峰紀）

コロナ禍だからこそ「できること」を追

求した1年でした。昨シーズンは全国スキー

協議会の中級指導員になり、県独自の研修

会も初めて実施して、いよいよ本格的シー

ズンが始まります。

来年さらに運動が発展するように努めて

まいります。

（副理事長 本田 満）

約2年間にわたる新型コロナ感染による自

粛制限が行われ、各協議会でも施設利用が

不可能になり、大会中止・延期などが重な

り大変なこの間でした。

野球協議会でも、会社組織チームの棄権

があったり、不戦敗を余儀なくされたチー

ムもありました。また、この間せっかく千

葉県トップになりながらも、全国大会が中

止となり涙を飲むチームもありました。

自粛期間中、たくさんのチームメンバー

を見ていますと「本当に野球が好きなんだ

な！」と改めて感じることが出来ました。

一日も早くコロナが収束して以前のよう

に思い切りスポーツを楽しむことが出来る

ようにと切に願います。ともかく1年間お疲

れさまでした。

（副理事長 田久保 孝一）

コロナ禍の中で大会が中止になったり、

開催されても感染症対策で振り回されました。

昨年に引き続きバドミントン大会が一度も

開催されませんでした。県体育館が一昨年の

台風被害の為に使用出来なくなったが大きな

要因でしたが、会場使用人数が制限された為

でした。

空手大会も一昨年の夏以来開催出来ず協議

会の存続すら危ぶまれる状況です。

２０２０東京オリパラの影響もありました。

折角確保した千葉ポートアリーナでしたが、

千葉市スポーツ振興課から「パラリンピック

の予選会が入ったので譲って下さい」は本当

に参りました。

連盟に関って今年で４８年目。 今年の１２

月で何と『喜寿』！ 気力はあっても体力の

限界を感じた１年でした。

（事務局次長 金子 泰夫）

コロナ禍のなか、いろいろな苦労を重ねてきた、理事長他に「一言」をいただきました。



嘱望されたのか、押しつけられたのか、今

年の総会で「千葉県連盟事務局長」を拝命し

ました。

何から何までこなすスーパーマンだった前

任者のとおりにはできないのは、皆さんも理

解されているとは思うのですが、理解と期待

は違うようで、戸惑ってばかりの一年でした。

しかも、新型コロナウィルス感染拡大とい

う、希代の疫病に襲われ、「大会が開催できな

い」＝「大会収入が無い」＝「県連盟の財政

圧迫」泣きっ面に蜂状態でしたが、何とか皆

さんの協力で乗り切ってきました。

自分に何ができるのか、何をなさねばなら

ないのか、一年たっても手探り状態ですが、

これからも皆さんの協力をいただきながら奮

闘していきたいと思っています。

今年一年ありがとうございました。

そして、来年もよろしくお願いします。

（事務局長 佐々木 睦昭）

「いつも前向きに！」をモットーにこの１年を

過ごしてきましたが、その前方は常に先行き

の見えない霧のような日々が続きました。

多分皆さんも同じような気持ちだと思いま

す。

そんな日々の中でも、私たちが催した大会

に参加し盛り上げてくれた、参加者の笑顔に

本当に助けられた気持ちでした。もちろん勝

負ですので勝利の笑顔だけでなく、時には厳

しさ味わうこともありますが、すぐに気持ち

を切り替えて次の目標、すなわち明日への希

望へ向かって行く姿もとても清々しく感じま

した。

私が見た（感じた）気持ちは、その希望だっ

たのではと今では思っています。

私の次の目標は何にしようかな…やっぱり

「いつも前向きに！」にしましょう。その先に

は、もちろんスポーツ好きの皆さんの笑顔が

待っているからですね。

最後に、今年1年間、一緒に歩んでくれた、

役員の皆さん、参加下さった皆さんへ来年の

ご健勝、ご多幸を祈念して、今年1年を振り返っ

てを閉めたいと思います。

（常任理事 吉川 明）

テニス協議会の吉田です。

今年度もコロナウィルスに始まりコロナウィ

ルスに終る年になりました。

テニスは外での大会なので対策を万全にし

て何とか無事開催が出来、全国テニス選手権

も２年ぶりに開催され、感染者は出さずにホッ

としています。

会員数も大幅に増加、参加者も大幅に増加、

何と、ついに会長杯女子ダブルス申込みが８

７ペアにも及び、受付担当椙山さんリスト作

成大変だったと思います。

千葉県のテニス関係者から「新スポ連の大

会は凄い人気なんですね」と声をかけられ通

しです。

来年度も運営委員、椙山さん固本さん伊東

さんと共に選手が主役の精神で頑張ろう・ 」

（常任理事 吉田 嬌子）

気の休まらない一年！

コロナ禍の中、万全の体制で開いた卓球大

会も、会場利用制限･アクシデント等で競技

が中断、遅れたり、次の大会を中止したり、

事後処理に追われ、気の休まらない一年でし

た。

私自身、ガラ携人間で、今のデジタル化、

オンライン会議等について行けず、かなりき

つかったです。

若い人の参加を募ります。

（常任理事 竹村 昭）



後半戦を迎えた、サッカー協議会Ｃ1リーグ戦の状況

と今後の活動について、サッカー協議会磯部さんから

寄稿をいただきました。

秋空高くさわやかな季節となりました。

千葉県サッカー協議会Ｃ１リーグはリーグ戦後半

戦を迎えいよいよ佳境に入ります。

現在、上位2チームが突出した成績で他3チーム

の奮闘が期待されます。

昨年終盤戦は悪天候による試合中止で2位のチー

ムが勝ち点を伸ばせない状況が発生しました。そ

の反省から、今期のレギュレーションは優勝をか

けてリーグ戦の1位と2位が優勝決定戦を行うこと

としています。

ただいま1位はFCミラノさんで勝ち点「13」、2

位は当リーグで過去2年連続優勝しているHELLC

ATSさんで勝ち点「10」です。

去る10月17日（日）、青葉の森陸上競技場で、

こちら上位2チームの直接対決が行われました。

当日はあいにくの雨模様で、降雨量が下がる予報

に反し収まる気配もなく試合が開始されました。

ただ芝の状態は非常によく、最善のピッチをご提

供頂きました。雨で芝が濡れているためボールが

滑り、トラップなどの基本技術の差が大きく勝敗

を左右するはずです。しかしそこはさすがの上位

2チームで、大きなミスなく、両チームともボー

ルを大事に、失われないようテンポ良いパス回し

で相手のゴールを目指しました。先制は開始8分、

HELLCATSさんのボールキープから相手エリア

の中央を細かいパス回しで崩し、最後はキャプテ

ン岡田さんの見事なボレーシュートが決まりまし

た。その後見ごたえある一進一退の攻防が続き、

結果3-3の引き分けとなりました。

お互いに勝ち点1ずつ分け合う形となりましたが、

リーグ戦はHome＆away方式を採用しており、今

節は直接対決の第1戦目です。次回11月14日の第

2戦が重要となるでしょう。

最後に、今期は県やスポーツ連盟本部から提言さ

れているコロナ対策に加え、会場の入替制を採用

するなどの工夫を加えています。千葉県は感染者

減少傾向とはいえ、まだ気を抜けない状況にある

事を理解し、継続してコロナ感染対策を実施して

いきます。みなさま、引き続き応援よろしくお願

いいたします。

悪天候の中 FCミラノ対HELLCATS

審判も有資格者を

お願いし、厳格な

試合運びを！



2021年11月25日（木）、今年2回目となる理事会を開

催しました。

司会に本田副理事長を、書記に金子事務局次長を選任し

進行をお願いしました。

常任理事会を代表し園川理事長が、「コロナ禍でも各協

議会の工夫と努力によって大会が開催されていること。」、

「オリンピック･パラリンピックについての功罪と開催の影

響。」 などを踏まえた開会の挨拶を行いました。

その後、出席理事から各協議会の前回理事会（6月24
日）以降の活動についての報告がありました。

野球：秋のトーナメント戦参加チームが昨年18チームか

ら23チームに増えた。

会社のチームの中には、コロナ禍の影響で、大会参

加を禁止されたチームもあり、不戦敗などもあった。

テニス：月3回から6回の大会を開催。

会員拡大にも貢献。富津での大会は財政的には赤字

だったが、成功したと考えている。

申込をメールに限定し、効率化を図った。

2023年の全国大会を千葉で行うかもしれない。

卓球：コロナ禍でも大会を開催してきた。参加者に喜ばれ

ている。

ポートアリーナの大会に感染者が参加していたが、

感染等の事案は発生しなかった。

ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰ：県単独では大会開催が難しかったので、板橋区

との交流大会を企画。成功した。

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ：コロナ禍でも大会は行っている。花島体育館で

県予選会を開催。

スキー：千葉スキー祭典は中止にしたが、代替行事として

合同スキー（会員限定）を下見を実施の上、企画し

ている。

指導員研修会を始めて開催。東京のクラブからの参

加者もあった。

ﾗﾝﾆﾝｸﾞ：反核平和マラソンを少数ながら実施した。

青葉の森リレーマラソンを開催、次年度も開催予定。

サッカー：リーグ戦を開催中。

空手･バドミントン：大会開催が困難だった。

来年3月には空手大会を開催できそう。

協議事項は以下のとおりでした。

① 50周年記念事業について

記念行事は延期、記念誌は来年の総会時に配布できるよ

う取り組んでいく。

② 財政状況の報告と特別基金繰り入れについて

10月末時点で、概ね予算どおりの執行のめどが立った。

雑収入が予想を上回ったことから、この間支出してきた

特別基金を補填する意味で、上回った分を基金に繰入れ。

③ 次年度大会会場確保について

千葉県･市から調整会議の知らせがまもなく届く。各協

議会で、開催スケジュール等の作成をお願いしたい。併

せて、来年2月の調整会議への出席をお願いする。

④ 次年度総会に向けて

代議員、役員の選出を各協議会で検討してほしい。

役員選考井伊を選出

⑤その他

HP活用。県スポーツ祭典について。次回開催日程。

７１歳。卓球の魅力に取り付かれた老人。

少しでも新しい技術を身に付かせたいと

練習に励む毎日（素振りも練習）。

試合に出ても全く勝てず悩んでいたとこ

ろ「勝てるようにしてあげるからレッスン

にいらっしゃい」というお誘いを受け、た

だいま卓球教室で勉強中。

基礎からのやり直し。今までなんと間違っ

たことをしていたか。

それにしても卓球の技術の奥深さにびっ

くり。次々と新しい技術、理論を教わり、

この歳で一つでも身に付けようと頑張って

います。

そこが、卓球の魅力でもあります。

「ドライブ」「チキータ」「フリック」「レシー

ブ」「フォアハンド」「バックハンド」「多種

多様なサーブ」「ストップ」「ツッツキ」「流

しレシーブ」「ゲームの組み立て」「ビング」

「カット」「台上ドライブ」「ナックル」「各

種フットワーク」等々数限りなく技術が存

在します。

その各々の技術に対し幾通りもの方法が

あることが分かりました。

これらを瞬時にしてどの技術を繰り出す

か判断しなければなりません。ボールの速

さ・回転量・高さ・方向を見極めて処理し

なければなりません。

正しくボケ防止にうってつけのスポーツ

かもしれません。

今まさに世界卓球の真っ最中です。しば

らくテレビ中継にくぎ付け状態です。

（もじゃまること日野正生・記）

理事会報告



①クラブ（チーム）名 ス マ イ ル
②代 表 者 酒井 光市
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）

コロナ禍でいろいろ制限ができ、遠出せずに近くに練習
場所があればと言うことで、地元の誉田公民館にクラブ登
録をしました。コロナ禍で生まれた地元中心のクラブです。
地元と言っても道路一つ挟んで市原市なので、市原市の
方も多数います。
名前の由来はメンバーの中の女子4人が、以前から練
習していて、ボールを打つよりおしゃべりをして笑ってばかり、
その4人がオープンの試合に使っていた名前が『スマイル』
新しく生まれるクラブも笑顔の絶えないチームが良いだろう
と、そのままスマイルに決定となりました。
今は地元中心メンバーですが、どなたでも大歓迎です。
切磋琢磨しながら大いに楽しむ時間をご一緒しませんか。
現在クラブ員は23名、ビジターや試合のみ参加してい

ただいてる方も
大勢いらっしゃ
います。

⑤クラブのアピール
練習は火曜日中心ですが、なかなか公民館の予約が
取れず、悪戦苦闘中です。
土日がとれたときには、コロナ対策をしながらチーム親睦
大会、ミックスD、女子会などいろいろな形での練習試合
を行っています。
レベルも年齢も関係なく練習は一緒にしています。

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）
メンバーが千葉市と市原市にまたがっているため、一緒
に出るには制限があったりする中、スポーツ連盟さんは出
やすい試合が多く、とても感謝しております。
コロナ禍の中でご苦労も多いかと思いますが、これからも
よろしくお願いします。

クラブ紹介

スマイル
卓 球

鈴木･湯田組

10月のミックス

ダブルス大会

（花島体育館）

石
井･

松
本

組

石
渡
・
多
組

梅
津･

森
島

組

SportsNetちばでは、クラブ紹介に出ていた

だけるクラブを募集しています。

種目は問いません。クラブ員募集でもかま

いません。 ご連絡をお待ちしています。



SPORTS CALENDAR

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Ｄ 混合Ｄ 男子Ｄ ３ペア

１２日（日） テニス協議会チーム対抗
混合D・３ペア

１９日（日） 冬季卓球大会
２５日（土） テニス協議会 会長杯
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１９日（日）

１月１０日（月・休）サッカー協議会リーグ戦

３５０チーム対抗テニス大会 シニア女子
１６日（日） 混合Ｄ２ペアチーム対抗テニス大会
２２日（土） ３７０チーム対抗テニス大会 シニア男子

年齢別テニス大会 女子Ｄ
２３日（日） 男女別３ペアチーム対抗テニス大会

２９日（土） ２０２２年新春テニス大会

12月 1月

2020東京大会から新たにオリンピック正式

種目になった競技にはどちらかと言えば若者

向きの競技が多いですね。

スケートボード・スポーツクライミング・

サーフィン等、2024パリ大会からはブレイク

ダンスがありますが、筆者のような古い頭で

は追いつくのがなかなか難しい。

一方、正式競技から消える競技もあります

ね、野球・ソフトボールはこの東京大会で復

活したものの、今回が最後となります。

色々ある競技の中で、“近代五種競技＝Mod

ern Pentathlon”なる競技をご存知ですか？

古代オリンピックで行われていた古代5種競

技（走幅跳・円盤投・スタディオン走・レス

リング）を近代オリンピック復活に際し、クー

ベルタン男爵が考え出した競技で、水泳・フェ

ンシング・馬術・射撃・ランニング（現在レー

ザーガン・ランで実施）の5種目で競われ100

年を超える歴史を持っています。

ただ、競技人口は少なく日本では50名程度

と言われています。この競技の勝者は「キン

グ・オブ・スポーツ」と呼ばれていますが、

たった1日でこれらの競技を全部こなすこと

ができるアスリートならばこの称号も当を得

たものと言えますね。

この5種競技の中で”馬術“が外され、競

技の人気と信頼を高める代替競技を検討し、

2028ロス大会から新方式を採用するという決

定が国際近代五種連合（UIPM）でなされたと

いうニュースを耳にしました。

その理由は2020東京大会で行われた本競技

でドイツ選手とコーチによる動物虐待（馬へ

の殴打等）があったと言います。

相棒となる馬は日頃接している愛馬ではな

く、大会側が貸与する馬が使われ、更に抽選

によって乗る馬が決まり、競技が始まる20分

前に初めて顔を合わす、というルールとなっ

ています。公平を重視することからと思いま

すが果たして合理的な理由なのか疑問符が付

きます。

古式騒然と言ってしまえば身も蓋もないので

すが、新旧競技が入り乱れて競うのがオリン

ピックの真骨頂。なんでもかんで

も若者志向に傾くというのはいか

がなのものか？単なる老アスリー

トのひがみでしょうか？

オリンピック種目から消える種目？増える種目！
近代五種競技から”馬術“が消える？？


