
会員の皆さん、あけましておめでとうござ

います！

新しい年を迎えて県連盟を代表して皆さん

にご挨拶をお届けいたします。

2020年初頭から

全世界を席巻した

新型コロナウイル

ス感染症ですが、

何度か感染の拡大

を経て、中止すべ

きか、延期すべきか、多くの国民が異議を唱

える中で強行開催された「2020東京オリパラ

大会」をピークに秋口以降には感染の勢いが

急落しました。

専門家さえ急落の原因を究明できないまま、

新しい年を迎え、新たな変異株・オミクロン

株の脅威が今またに世界を窮地に陥れようと

しています。

私たちのスポーツ活動も度々発出された緊

急事態宣言下の中で、会場使用が制限された

り、使用できなくなったりして大会そのもの

が中止・延期となり、大幅に活動が制限され

ました。

2020年は連盟のメインイベントである「青

葉の森リレーマラソン」を始め多くの大会・

イベントが中止に追い込まれ、財政的にも連

盟存続自体が危惧されました。

このような危機的状況の中で、何とかスポー

ツ活動を継続したい、このような時期だから

こそスポーツを行う価値があるのではないか

等々色々と試行錯誤を繰り返し、2021年は全

国連盟等各スポーツ団体から発

表されたガイドラインに基づき

感染対策を万全にして大会・イ

ベント再開に力を注ぎました。

県連盟傘下の各種目別協議会

では野球・サッカー・テニス等

の屋外競技が先鞭をつけ、順次

屋内競技である卓球・バレーボー

ル等へと波及して開催することが出来て、参

加者の方々からは多くの感謝の声を頂きまし

た。

特に従来の規模を縮小して2年ぶりに開催

できた「青葉の森リレーマラソン」では多く

のランニング愛好者の笑顔にスポーツの楽し

さを改めて感じさせていただけました。

コロナ禍の中、まだまだ先が見えない状況

が続くこととなりますが、皆さんの英知を結

集してスポーツ活動の再興・継続を目指して

邁進したいと考えています。

会員の皆さんにとって実りのある年になりま

すよう祈念しています。
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■表彰

栄町クラブＺ

ＮＡＹＯＮ

高木　俊明

優秀選手

最優秀選手

ＮＡＹＯＮ準優勝チーム

野田　雄介

優勝チーム 栄町クラブＺ

11月28日（日）前夜は5時間余の闘いを制して20

年ぶりの日本一となった「東京ヤクルトスワローズ」

の興奮の余韻が残る中、第45回全国選抜野球大会千

葉県大会（通称：トーナメント戦）が晴れ渡る秋空

の下、尼が台球場（千葉県長生村）で準決勝・決勝

の3試合が行われました。

本大会はリーグ戦が終了後の9月27日に開幕しま

したが、SNSを介して参加したチームが8チームもあ

り、野球協参加のチームと併せ合計23チームで行わ

れました。

野球協の決め事である1チーム2試合は保証すると

いう事から1回戦は７つのグループに分けたリーグ戦

を行いましたが、リーグ戦優勝のＳｍｏｋｅｒｓ、

過去選抜大会で優勝経験のあるサンダース・千城台

ヤンキースが１回戦のリーグ戦で敗退するなどレベ

ルの高い大会となりました。

そしてリーグ戦を勝ち上がった８チームでトーナ

メント戦を行い、野球協加盟チームから「栄町クラ

ブZ」「花園サミッツ」、新規参加チームから「球嵐

（たまあらし）」「NAYON」の4チームがベスト４に

勝ち残りました。

なお最優秀選手は栄町クラブＺ・高木俊明選手。

優秀選手・NAYON長安亮選手がそれぞれ選出され2

021年シーズンの幕を下ろすことができました。来

シーズンも熱戦を期待しています。

以下大会レポートです。

準決勝第1試合： 球嵐 ２対３ 栄町クラブZ

初回、球嵐は１死からヒット２本出るも後続なく

無得点。５回まで毎回ランナーを出すも決定打が出

ず無得点。栄町は３回裏２死からバント、センター

前ヒットで１・２塁のチャンスに４番のレフトオー

バーの２塁打で２点を先制。

６回表球嵐は先頭がレフトオーバーの２塁打で出

塁。１死後センター前ヒットで１点を返す。その裏

栄町は先頭打者がレフト前ヒット、１死後バントで

１・２塁とし２死からレフト前ヒットで追加点を挙

げる。

７回表球嵐は変わった佐藤投手を攻め１死から2塁

打の走者をライトオーバーの３塁打で１点返し次打

者のラン＆ヒットがワンバンド投球となり空振りキャッ

チャー後逸で同点と思われたが判定はファールで万

事休す。

準決勝第2試合：NAYON 5ｰ0 花園サミッツ

２回表NAYONは１死後左中間２塁打で出塁、次

打者のセンター前ヒットで本塁を突くも好返球でア

ウト。

３回表NAYONは先頭がライト前ヒットで出塁、

２死となるもバントで１・２塁のチャンスに５番の

左中間３塁打で２点を先制する。

６・７回にも追加点を挙げ試合を決める。対する

花園はNAYON/大和久投手のカーブをとらえきれず

内野安打２本に抑えられ完敗。

決勝戦： NAYON ３ｰ８ 栄町クラブZ

２回裏栄町は先頭がバントヒットで出塁、バント

で無死１・２塁のチャンスに高木選手のセンター前

ヒットで先制、２死満塁から2塁打で追加点。３回裏

栄町は３本のヒット、四死球２、盗塁、ワイルドピッ

チで３点を追加する。

ＮAYONは４回表１点を返し、さらに５回表２点

を返すに留まる。栄町は４回６回に追加点を挙げ試

合を決める。ＮＡＹＯＮは石塚投手が死四球９、ワ

イルドピッチ３と本来の投球ができず涙を呑む。

第５６回全国軟式野球大会（高知県開催）

千葉県大会 参加チーム募集

要項はホームページに掲載 問合せは県連盟ま



チーム名 勝 負 チーム名 勝 負

STAR　JAGUAR 4 0 CLOVER 1 3

すもう部 4 0 Pさん 1 3

駒込サンセッツ 3 1 TMT 1 3

八街排球クラブ 3 1 Sクラブ 0 4

BURST 2 2 ルービーズ 0 4

GOZILA 2 2

交流大会結果

昨年に続き2回目となる「第26回ミックスバレーボール板
橋区・千葉市交流大会」が11月21日（日）磯辺スポー
ツセンター体育館で板橋区ミックスバレー協から8チーム
（駒込サンセッツ・Pさん・CLOVER・STAR JAGUAR・
すもう部・Sクラブ・ルービーズ・MAKES①）千葉から4チー
ム（BURST・GOZILA・TMT・八街排球クラブ）合計
12チームの参加で行われました。
板橋のチームには全国大会でも上位にランキングされて
いるチームもいて相手にとっては不足はなし！

緊急事態宣言が解除されたとはいえ、まだまだ以前と
同じように大会運営を行うことは難しく感染防止対策も
考慮し、蜜を避けるために午前6チーム、午後6チームに
分散し、それぞれ4試合を行うこととしました。
午前の部は予定通りに9時半にはプロトコール！2面に
分かれたコートでは早速ビシビシとスパイクの音が響き渡り、
バンバンとレシーブを返す音が響き渡る。
千葉から参加の全国大会常連のBURSTが前半戦・
駒込サンセッツとCLOVERに勝利するもコートを入れ替わっ
た後半戦はSTAR JAGUAR・Pさんに破れ2勝2敗。
一方、初参加のTMTは前半戦Pさんに勝利するも
STAR JAGUARに破れ、後半戦・駒込/CLOVERに
破れ1勝3敗。
午後の部は、午前の部の熱戦の影響もあり、予定より

40分遅れでプロトコール。開始早々、八街排球クラブの
メンバーが思わぬアクシデント（アキレス健断裂？）でリ
タイア。
その後ギリギリの6人のメンバーで戦い抜き3勝1敗の好
成績を収める。一方、こちらも全国大会常連のGOZILA、

前半・後半とも1勝ず
つを挙げ、2勝2敗。
接戦が続き、最後の
試合が終了となった

のは午後7時を回っていました。
どのチームも練習不足を感じさせないエネルギッシュな試
合展開を見せてくれましたが、久しぶりに4試合が出来た
という「満足感」と心地よい疲労感を感じて帰路につきま
した。
主催者との協議で来年の交流試合は広い会場が確保
できればもっと
多くのチームの
参加で行いた
いことを確認さ
れました。
試合結果、

首位となったチームは4勝0
敗となったSTAR. JAGUAR
とすもう部でした。
詳細は次のとおりです。

（ミックスバレー協議会・園川）
＊クラブ紹介は都合により次号に

健
闘
し
た
（
お
大
事
に
）

八
街
排
球
ク
ラ
ブ

すっかり常連

GOZILA

全国大会常連も苦戦

BURST



１１月１９日（金）心配していた雨雲も遠くに去り

すがすがしい秋空。

コロナ禍が下火になったこの機会に２年ぶりウオー

キング協議会恒例の「餅つき大会」を開催することに

なりました。総勢１５名。

ウオーキング協議会の特徴は自然の中で自炊しなが

らのウオーキングです。

木漏れ日の里（宍倉邸）に到着すると宍倉さんが既

にかまどに火をつけて待っていてくださいました。さっ

そく男性はもちつきそして女性はけんちん汁に分かれ

て準備。

ついたお餅は

４臼。ところが

１臼分（約２キ

ロ）でみんなお

腹いっぱいにな

り３臼分をお持

ち帰りというこ

とになりました。

つきたてのお餅

は「きな粉」「あんこ」「からみ餅」にして思い思いに

好みのものを食しました。

なんと江畑さんは餅つきのプロ。

蒸篭で蒸したもち米を臼でつくわけですが、江畑さ

ん曰く。「すぐついちゃだめ。最初８割はこねて柔ら

かくし、つくのは残り２割」石橋さんの丁度いい蒸し

加減と相まって、それはそれは滑らかなおいしいお餅

が出来上がりました。

丁度そのころ「けんちん汁」が出来上がり「お餅パー

ティー」ということになりました。初参加者や新会員

の方を交えて交流の場を持つことができました。

宍倉さんからの大根、ネギ、エシャロットのお土産

を沢山もらっ

て次の泉自然

公園内の「も

みじ谷」まで

ウオーキング。

畑道を通っ

て、白井小学

校から泉自然公園の「もみじ谷」へ下っていきます。

道々、既に「春の草花」がたくさん顔を出していま

した。さすが千葉ですね。はこべ・ホトケノザ・なず

な・ハハコグサの花が咲いていました。

金曜日だというのにもみじ谷は観光客やカメラマン

でいっぱいでした。紅葉たけなわの紅葉狩りを満喫し

て帰路につきました。

（千葉県ウオーキング協議会事務局長日野正生・記）

千葉県ウォーキング協議会は、月１回県内の

スポットに公共交通機関や車の乗り合わせで出

かけています。

神奈川県のウォーキング協議会との合同企画

や全国のウォーキング協議会のイベントにも参

加しています。

・バーベキュー大会、そうめんパーティー、そ

して野外活動を楽しみながらのウォーキング

・車のエスコート付で安心

・車付なので自分に合わせた距離が歩けます。

・月１回（原則第３金曜日）やってます。

・年齢に関係なく、誰でも楽しめるスポーツで

す。

興味のある方は、県連盟までご連絡下さい。



2021年12月16日（木）、第8回常任理事会を開催しま

した。

zoom（リモート）も含め8名が参加しました。

この間の特筆すべき経過報告として、11月25日に開催

した理事会の協議・討議内容の報告と3ダブルス卓球大会

が会場（四街道体育館）管理者との打合せ不足等の理由で、

男子選手を外でお待たせした結果、何組かの選手が出場せ

ずに帰ってしまわれ、後日当該チームの方から苦情が寄せ

られたことが報告されました。

再発防止を再度確認しました。

また、ホームページの閲覧数が卓球や野球を中心に伸び

ていること、

協議事項は以下のとおりでした。

① 行政（千葉市）との懇談会について

12月22日（水）に実施することになっていた、千葉市

との懇談会について、主たる要望事項の再確認と全国大会

（テニス）開催に伴う会場確保の協力などについて再確認

を行いました。

なお、懇談会の詳細については、SportsNetちば2022

年2月号でお知らせする予定です。前進面もありましたの

で、どうぞご期待下さい。

② スポーツ祭典のチラシ作成について

3ダブルス卓球大会（四街道）の写真から、2022年1

月の常任理事会、27日の理事会までに数枚をピックアッ

プして、理事みなさんに選考いただく。

③ 50周年記念誌の発行について

園川理事長から、発行までのスケジュールと予算、ペー

ジ割りの概要などについて提案があり、内容を協議し了承

しました。

60ページ弱で、発行部数は1000部とすることが確認

了承されました。

会員全員にお配りすることはできないと思いますが、皆

さんで回覧し、県連盟の過去と現在と未来に、思いを馳せ

て下さい。

④ その他

○青葉の森リレーマラソンについて

2022年5月22日（日）開催の方向で準備を進める。

当面ホームページ上での開催告知と千葉土木事務所へ

の占用、内行為の申請手続きを年始早々に提出する。

規模：150チーム程度

エントリー方法：

これまでの紙媒体から、ネットを媒介したエントリー

方法にシフトしていく。

紙媒体によるエントリーも残す方向で検討する。

○ホームページの活用について

大会参加者の募集：これまで、大会の告知と要項を載

せるだけの募集だったが、チラシ的な要素のある募集記

事を掲載する方向で、各協議会と調整する。

。県スポーツ祭典について。次回開催日程。

エンジェルス 大谷翔平 ベイブルー

ス以来、二刀流と投打に活躍しMVP他、日米

16あまりのタイトルを総なめにした実力は

野球ファンのみでなくスポーツ愛好家が認

めた素晴らしい功績でした。

そこには彼の｢紳士的｣な人や物に対する

細かな気配り、心使いが。

例えば、グランド内のゴミをひろう、相

手打者の折れたバットを笑顔で手渡す姿な

どスポーツマンの鏡かと。

2018年、新日本スポーツ連盟第52回全国

野球大会が東北ブロック岩手県主管で開催

されました。

まさに、大谷選手の出身校花巻東高校の

すぐ隣の花巻球場他で大会をおこない、球

場補助員としてお手伝いくださったのが花

巻東高校硬式野球部員のメンバーでした。

皆さん大会を盛り上げ、無事に運営でき

るように一生懸命な姿でグランドボーイに

励んで下さいました。

大谷選手を育て上げた野球部監督のもと

厳しく育った野球部員の姿が大谷選手の活

躍と紳士的な、偉大な野球人に造り上げら

れたのかなと感動しました。

（野球協議会理事長・田久保 孝一 記）

常任理事会報告



SPORTS CALENDAR

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
ミックスバレーボール新春大会（印西市）

１月１６日（日） 混合D２ペアチーム対抗テニス大会
１月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
１月２３日（日） 男女別３ペアチーム対抗テニス大会

１月２９日（土） ２０２２年新春テニ ス

大会

２月 ６日（日） 混合ダブルス３ペアチーム対抗テニス大会
サッカー協議会リーグ戦（順位決定・予定）

２月１１日（金） 春季テニス大会 男子ダブルス
～１３日（日） 千葉スキー協合同ツアー（須原スキー場）

２月２３日（日） 男女別２ペアチーム対抗テニス大会

２月２６日（土） 春季テニス大会 男女シングルス

２月２７日（日） 春季テニス大会 女子ダブルス

野球協議会 総会 ２月１９日（土）

全国卓球選手権大会 ２月４日・５日・６日 群馬

1月 ２月

新日本スポーツ連盟が掲げるスローガンの

一つ「フェアプレー」2021年のスポーツ界で

これこそフェアプレーと思う二つの出来事が

ありました。

その１：2021年プロ野球日本シリーズ第4

戦で見せた青木選手のフェアプレー

昨年の日本シリーズでの第4戦。1点差でリー

ドして追加点が欲しい7回、2死走者無しの場

面、打席に立つのはヤクルトスワローズ・青

木宣親（あおき・のりちか）選手。

相手投手の投げたボールが右手にあたった

かのよう。青木選手ものけぞってそのまま倒

れこみました。主審も一旦死球を宣告したも

のの、青木選手は自らバットのグリップエン

ドにあたったとアピール。

死球で出塁すれば続く3番山田哲人選手・4

番村上宗徳選手とホームランバッターに繋が

り得点が期待できました。勝負を左右する場

面でも正直な態度を貫いた青木選手の姿に好

ゲームが続いた今年の日本シリーズにすがす

がしいフェアプレーの一端を見た思いでした

その２：WTA（世界女子テニス協会）とIOC

（国際オリンピック委員会）の対応の差

中国の有名な女子テニスプレーヤー・彭帥

（ほう・すい）選手に対する対応にこんなに

も差がでるものか？

彼女が中国共産党最高幹部の元メンバーか

ら性的暴力を受けたとして告発後、消息が分

からず安否不明となりました。この事態に対

してWTA・ステイーブ・サイモン最高顧問は

「人権を重視して中国での大会開催を見送る」

としました。

一方、WTAと真逆の態度に終始していたの

がIOCバッハ会長。同会長は中国の肩を持つ

態度に終始。

一度目は彭帥さんとテレビ電話で対談し、

本人は無事であると写真入りで報道。

二度目は彭帥さんとテレビ電話で会話して

中国側を援護する発言を重ねています。同氏

にとっては五輪の収益しか頭にはなく、真相

隠蔽に加担したととらえられてもおかしくな

い行動です。

未だ記憶に新しい2020東京大会、国民世論

が中止・延期を求めていたにも関わらず強行

開催された際の同氏の言動にはスポンサーファー

スト・五輪開催ありきの姿勢が目立ちました。

最も、同氏にとっては五輪憲章・

スポーツ団体としてのあるべき姿

という考えはとうの昔に捨て去っ

たとしか考えられません。

フェアプレー ２題


