
「秋季バレーボール大会 男子大会」を、８月27

日（土）に千葉市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、３年ぶりに岡山で開催される全

国大会の予選会も兼ねての大会となり、参加チー

ムは全国大会に向けて日頃の練習の成果を見せる

場ともなります。

男子の部は、VC千葉ッツ、COMPARE、Lv1、

ROAR、Andoromeda、BigBanBoys、清球会の７

チームです。 上位２チームが全国大会推薦対象

チームとなります。

女子の部は、ARMY、EVL、VC千葉ッツ、

POPING SHOWPR、松戸ダイヤモンドの５チー

ムで、優勝チームが全国大会推薦対象チームです。

当日、男子の部は、当日抽選によりトーナメント

１回戦から優勝候補のCOMPARE、Andoromeda

が当たることになり、抽選会場からは驚きの声も

上がりました。

予想通り第一セットは、１点を交互に取り合う

熱戦となりましたが、２点差でAndoromedaが取

りました。第二セットは、Andoromedaが序盤か

ら優位に立ちセットを連取し、２回戦と駒を進め

ました。

第2試合は、ROAR対Lv1です。両チームとも過

去に全国大会に出場している強豪です。この試合

では、千葉県大会始まって以来の記録が生まれま

した。

それは、点の取り合いで試合がもつれ、４１対

３９までいいたこと。結果はLv1が取りました。

さらに、第二セットも２６対２４とまたまたもつ

れ、これもLv1が取ったことによりLv1が２回戦に

進む事となりました。

第３試合は新鋭のBigBanBoys対古豪の清球会と

なりましたが、若さをいかしBigBanBoysのストレー

ト勝ちとなりました。

準決勝第１試合は、Andoromedaと１回戦シー

ドのVC千葉ッツとです。 初戦でやや硬さのある

VC千葉ッツに対して１回戦の好調をそのまま持続

させたAndoromedaが、大差のストレート勝ちを

しました。

第２試合は、１回戦で大接戦をしたLv1と若さ

で勝利したBigBanBoysとの対戦です。戦術で勝る

Lv1が危なげなく決勝に進みました。

決勝戦は、Andoromeda対Lv1となりました。

実力伯仲の両チームですが、各セットとも序盤の

接戦から中盤以降点を重ねた
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Andoromedaが勝利しました。

男子の部の

結果は、優勝

Andoromeda、

２位Lv1、３

位VC千葉ッツ、

BigBanBoysと

なりました。

女子の部は、５チームが五角形リーグ戦形式にて勝

利数、セット率、得失点差により順位を決める方式と

し、抽選会を行いました。

このリーグ戦は総当たりではなく、リーグ戦表（五

角形リーグ）の左右のチームと対戦する形式となりま

すので、抽選結果でかなりの運不運が生じることがあ

ります。抽選会は、大いに盛り上がりました。

第１試合は、VC千葉ッツ対松戸ダイヤモンドです。

両チームともミスの少ない好チームで、試合も接戦と

なりましたが、２セットとも僅差でVC千葉ッツが勝

利を得ることが出来ました。

第２試合は、初出場のPOPING SHOWPR対全国

出場経験のあるARMYとなりました。

初戦の硬

さもありミ

スが多いP

OPING S

HO W P R

に対し要所

を上手く攻

めたARMYが大差でのストレート勝ちとなりました。

第３試合は、VC千葉ッツとEVL。１試合目勝利の

VC千葉ッツに対して攻撃に硬軟取り入れた戦術がハ

マり、思った以上にスムーズに２セット連取で勝利を

しました。

第４試合は、POPING SHOWPR対松戸ダイヤモ

ンド。両チームとも１試合目を落とし、負けられない

試合となります。結果は、両セット共に１０点未満に

抑えた松戸ダイヤモンドの勝利となりました。

第５試合は女子の部の最終戦で、ARMY対EVLで

す。勝利したチームが優勝となることがリーグ結果表

より分かっています。試合は、得点以上に接戦となり

ましたが、ストレート勝ちでEVLが勝利しました。

女子の部の結果は、優勝EVL（２勝）、準優勝松戸

ダイヤモンド（１勝１敗得失点差）、

３位ARMY

（１勝１敗得

失点差）、４

位VC千葉ッ

ツ（１勝１敗

得失点差）、

５位POPING

SHOWPR

（２敗）とな

りました。

今大会は、全国大会予選も兼ねての大会ですので、

大会終了後男子の部及び女子の部の全国大会推薦チー

ムの発表がありました。

男子の部（推薦枠３チーム）

１.Andoromeda（秋季大会優勝）

２.Lv１（秋季大会準優勝）

３.松戸ダイヤモンド（春季OP大会優勝）

女子の部 （推薦枠２チーム）

１. 松戸ダイヤモンド（秋季大会準優勝）

＊ 優勝したEVL

が推薦を辞退した

ため準優勝の松戸

ダイヤモンドが推

薦されました。

２. 健友会（春季OP大会優勝）

推薦されたチームは、千葉県代表として全国大会に

て優勝を目指して頑張ってきます。

惜しくも敗れたチームや、千葉県連盟の他他競技の

皆様の心からの応援をお願いします。

今回は、未だに終息の見えないコロナ禍の中、感染

対策をしっかり行い、真剣にそして楽しく大会が出来

たこと、大会運営にたくさんの助言を下さった各チー

ムの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。

最後に、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と千葉県代表チームの全国大会で

の健闘を祈念し、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

準優勝のLv1 優勝のＥＶＬ

準優勝の

松戸ダイヤモンド



今シーズンの千葉県野球協2部リーグは、プロ野球

パリーグ並みの混戦模様。優勝を掛けた8月7日に行

われた花園サミッツvs KIN－IKYO戦が雨で流れた

ことから9月11日尼が台野球場（長生郡長生村本郷）

で再度顔を合わせ、雌雄を決することとなりました。

仮にKIN‐IKYOが勝利すれば勝ち点で並ぶこと

になり花園の試合結果によっては優勝もありうる、

一方優勝を目指す花園サミッツはどうしてもここは

引分け以上の成績が欲しいところ。

そんな状況も手伝ってか、両チームとも序盤戦は

やや硬く、お互いに塁上を賑わすも両チーム先発ピッ

チャーをなかなか崩すことが出来ずスコアボードに

はゼロが並ぶ。

試合が動いたのは4回表。KIN‐IKYOの攻撃。エ

ラー、パスボールで出塁した選手を3塁打で返し先取

点、続く選手が長打を重ねこの回合計3点。その裏、

花園は1点、続く5回裏にも打線が繋がり2点を挙げ

同点に追付き、5回・6回のKIN‐IKYOの攻撃をぴ

しゃりと押さえ引き分けに持ちこむ。

この時点で花園は7勝1敗1引分で勝ち点20、KIN

‐IKYOも6勝2敗2引分で勝ち点20と並ぶ結果にな

り、花園は続く第3試合・ダブルヘッダーの対戦相手

FC戦では引き分け以上であれば優勝となる状況とな

りました。ただ、KIN‐IKYOの3回の攻撃の際、後

1点取っていれば結果はどうなっていたか？

第3試合：花園はダブルヘッダーにもかかわらず初

回から打線が爆発。初回3点、2回3点、3回4点と対

戦相手FCが繰り出すピッチャーに連打を浴びせ毎回

得点の二桁得点。最終回には本塁打も飛び出し合計

12点。

一方、FCも初回に3点、3回と4回に1点づつ合計5

点を返すも大量点には抗ず無念の敗退となりました。

花園は2021年度、千葉県野球協に加盟。加盟当時

「3部で優勝、2部で優勝、3年目には1部に上がりま

す」と宣言していましたが、その通りの有言実行を

果たしました。来シーズンの益々の活躍が期待され

ます。

因みに来シーズン1部昇格するチームは花園を含め

3チームとなります。

また、1部リーグは優勝SMOKERS、準優勝は栄

町クラブZ、3部リーグは優勝BROTHERS、準優勝

デビルウィングです。試合の詳細は野球協HPをご覧

ください。

＊優勝チーム代表・富ケ原キャプテンのコメント＊

来年度は1部でもチームの名前にもあるサミッツ＝

summits(頂上)を目指し、サミッツ旋風を巻き起こし

たいと思っています。今後ともファンの皆様におき

ましては、温かいご声援のほどよろしくお願いいた

します。コロナ禍ということもありますので、大声

での応援はお控えください（笑）。

（文責 園川）

KIN‐IKYO先発

内藤投手

花園サミッツ

宮原投手、第4試合

にはホームラン！

まさに２刀流！！

花園サミッツバッター

打った！ボール

はどこだ？



卓球協議会

８月11日、9月19日の両日、全国スポーツ祭典

の一環として開催される卓球全国大会の予選が、

千葉市のポートアリーナで開催されました。

8月に開催された団体戦には一般男子14チーム、

一般女子3チームが、年代別団体戦には男子23チー

ム、女子9チームが参加し千葉県代表権をかけて

熱戦を展開しました。

９月に開催された個人戦には、女子40名、男子

81名が一般（年齢不問）、30代～85歳オーバーま

での各年代に分かれて熱戦を繰り広げました。

各予選を勝ち抜き全国大会への出場権を獲得した

のは以下の方々です。

一般の部

男子団体：ＴＲＦ、０４３（ｾﾞﾛﾖﾝｻﾝ）、ＴＡＳＫ

女子団体：おもてん

男子個人：白井裕也（０４３）、鈴木宏河(ＴＲＦ）

稲数 眞（ヤチスマ）、

大塚将史（ﾎﾞﾝﾊﾞｰｽﾞ）、佐久間 駿(043)

女子個人：木村あいか（ＣＣＷ）

並木千智（赤翔馬）

伊藤歩美（りゅうクラブ）

年代別の部

男子団体：30代 ＴＲＦ、Ｂａｂｏｙ(ﾊﾞｧﾎﾞｰｲ)

男子団体：40代 ＴＲＦ 50代 木更津クラブ

60代 ＦＣＣ、ＪＵＳＴ

70代 ＴＳＴ

女子団体：30代 山口企画 40代 あけび～ズ

50代 杏仁クラブ

60代 ウェル 60代大網クラブ

70代 中央クラブ

男子個人：30L 竹之内亮佑 30H 大熊拓也

40L 篠田幸司 40H 古市浩司

50L 古庄正明 50H 小林哲也

60L 金本啓二 60L 永見哲也

60H 浦辺 栄 60H 山本洋一

70L 岩下哲治 70L 川内信一郎

70H 金澤昌賢

80L 竹村 昭 80Ｏ 永田冬彦

女子個人：40L 齋藤優子 40H 松舘恵美

50L 岩﨑早苗 50H 近藤晴美

60L 坂本裕子 60H 水橋敦子

70L 砂川節子 70H 宮本知子

80L 岸田みゑ子

以上のみなさんが12月（一般の部）と4月（年

代別の部）に岡山県（ジップアリーナ）で開催さ

れる全国大会に出場します。

千葉県代表の皆さんの活躍を心から祈念申し上

げます。

希望者に無料で差し上げます!!

2020年に新日本スポーツ連盟（当時新日本体育連盟）は発足して50年

の節目を迎えました。

結成50年を記念して記念誌を発行することとしましたが、新型コロナ

ウィルスの感染拡大が進む中で、編集作業が滞り、2020年に完成の日の

目を見ることは出来ませんでした。

県連盟内の各協議会、労組や青年団体などの民主団体、体育館などの

スポーツ施設に配布してきました。配布し切れていないこともあり、今

後も配布予定です。

1,000冊印刷しましたので、これらの配布が終わってもまだ若干の余裕

がありますので、希望される方には無料でお配りします。(県連盟にご連絡下さい）



９月１６日(金)今年度５回目となる常任理事会を

県連盟事務所で開催しました。

「スポーツのひろば」

園川理事長が、スポーツ連盟機関誌「スポーツの

ひろば」副編集長に就任した。

『編集会議など多くの人が苦労して作っている。文

章の中身などもよく読んでほしい』

報告事項

・８／２７全国連盟理事会が開催（金子理事出席）

全国スポーツ祭典の準備状況

ロシアによるウクライナ侵略について

・９／１０ 野球協全国選抜大会千葉ｷｬﾌﾟﾃﾝ会議

園川理事長が挨拶に

・９／１１テニス協議会富津大会

６月開催予定を時期をずらして開催

役員交通費についての要望あり

・９／１３テニス協議会審判講習会

協議事項

・新日本スポーツ連盟の略称に関する投票

「スポ連」「新スポ連」の二者択一でのアンケート

意見を添えて「新スポ連」に投票

・反核平和スポーツのつどい（10／1）について

ＺＯＯＭで佐々木事務局長が参加する

・スポーツのひろばについて

「ＬＩＮＥ版」「ＰＤＦ版」など新しい形態を模索

している

全国から千葉県連盟でのトライアルが打診され

た

・SportsNetちば１０月号の構成について

50周年記念誌が完成したことの告知

・５０周年記念誌の配布状況

・事務局の閉局について

９／２２～２８

10/22～28（予定）

事務局長の過重労働解消のための休暇を促進す

るため（電話等に対応する人員は配置する）。

・年末の千葉市・千葉県との懇談会に際し提出す

る要望書の案の作成について

常任理事会 報告

40年あまりの野球協人生、課題もありますが！

スポーツは平和でないといけないと新日本スポーツ

連盟ではいつも言っています。私もそう思います。

平和であればこそ、心も体も健康でスポーツも人生

も送れると思います。

新日本スポーツ連盟千葉県野球協議会にお世話に

なり40年余り、当時は選手として参加していた。

その後、審判をやるようになり早35年、約1000試

合以上はやっていますが、毎試合勉強で反省です。

いつも心がけているのは、選手に楽しく怪我が無

いように、限られた時間で7回出来るようにやって

います。

今は年齢とともに体力が落ちてきているのも実感

です。真夏の審判は大変きつく、10年20年前の真夏

と暑さと大きく違い、水分を十分に取り、体調管理

を行い頑張っています。

また、野球協については役員、各チームの代表者、

選手、関係者の協力、ご理解を頂き、毎年順調に野

球協を推進しています。

しかしながら、くつかの課題もあります。役員、

審判部も高齢化が進んでいて、人員も足りなく現在

の大きな課題です。月次の代表者会議や試合の前後

に監督、選手に声を掛けたりして頑張っています。

今後も、新日本スポーツ連盟、野球協の為に、少

しでも協力出来るようにして頑張りたいと思います。

今後も、宜しくお願いします。

（野球協 理事／三上）



SPORTS CALENDAR

１０月 １日（土） チーム対抗３５０女子

１０月 ２日（日） 野球協トーナメント戦

１０月 ８日（土） 卓球大会ダブルス戦

１０月 ９日（日） 野球協トーナメント戦

１０月１５日（土） テニス混合Ｄ ３ペアチーム対抗戦

１０月１６日（日） テニス 会長杯女子Ｄ

野球協トーナメント戦

１０月２２日（土） テニス 会長杯女子Ｄ（予備日）

１０月２３日（日） 野球協トーナメント戦

サッカー協議会大会（予定）

１０月３０日（日） 野球協トーナメント戦

サッカー協議会大会（予定）

反核平和スポーツの集い（１０月０１日）

１１月 ３日（木） 野球協トーナメント戦

１１月 ５日（土） 年齢別男女テニス大会

１１月 ６日（日） 野球協トーナメント戦

１１月１２日（土） チーム対抗テニス大会

１１月１３日（日） ﾐｯｸｽﾊﾞﾚー ﾎﾞ ﾙー大会交流大会

野球協トーナメント戦

サッカー協議会大会（予定）

１１月２０日（日） 野球協トーナメント戦

サッカー協議会大会（予定）

１１月２６日（土） テニス大会370チーム対抗男子

１１月２７日（日） スリーダブルス卓球大会

野球協トーナメント戦

10 月 11月

ドラフト会議と言えば毎年プロ野球機構

（NLB）がシーズンオフを迎える10月に開催す

る新人選手選択会議で、日本では1965年（昭

和40年）から導入された制度であることは周

知の事実です。

高沸する契約金を抑える為、戦力均衡を図

る為という側面もありますが「体のいい人身

売買だ」「職業選択の自由を奪う制度だ」等

との批判もあります。

今でも語り草となっている江川卓投手（当

時：栃木県作新学園から巨人入団）が「空白

の1日」を利用したドタバタ劇やドラフト1位

で入団したもののその後故障が続き1軍に上

がることなく退団を余儀なくされたり、はた

また同じポジションに強い選手がいて控えに

回り出場チャンスに恵まれない選手が居たり

という側面も否めません。

特に出場機会の少ない選手にとっては、自

分の実力を発揮したいと他球団に移籍（トレー

ド）を希望してもFA制度（1軍登録年数が一

定程度必要）に縛られ、自由契約選手（＝解

雇）となるか、1軍半ないし2軍に甘んじるし

かなく、限られたプロ選手生活の中で選手生

命を活かしきることが出来ない状況が散見さ

れています。

そんな状況の中、9月5日、日本プロ野球機

構（NLB）の理事会と12球団の実行委員会で、

出場機会が少ない選手の移籍自由化を目的と

する「現役ドラフト制度」が大筋合意された

というニュースは、きっと該当する選手達に

とっては朗報ともいえると思います。

この制度は、労組日本プロ野球選手会の働

きかけもあり実現したもので、同選手会では

2018年頃から議論が始まり、2019年に正式に

NLBに提案。「1年でも早くやった方が良い、

野球選手にとっては1年1年が勝負、その1年

で人生が変わる選手もいる。」当時の炭谷銀

仁朗会長（現楽天）は言います。

この12月の第1回「現役ドラフト会議」か

ら主力として選手が誕生する可能性がありま

す。とかくトレードは暗いイメージが付き物。

特に日本プロ野球界ではその傾

向が強く感じます。

来シーズン新天地で活躍する

“古参選手”の躍動する姿を想

像するのも楽しみですね！


