
第４６回全国選抜軟式野球千葉県大会が、10月

9日、抜けるような青空のもと稲毛海浜公園･古市

場両球場にて開催いたしました。

今期はオープン参加７チーム、リーグ参加13チー

ムの計20チームで開催されました。

選抜大会は本来、トーナメント戦で行われてい

ましたが、新型コロナ感染での参加チームの減少

と対戦相手との実力差もあり、1回戦敗退ではつ

まらないなどの要望もあり、数年前からブロック

別のリーグ戦を取り入れ、各ブロックの勝ち上が

りチームでのトーナメント戦を行うという形式を

取り入れました。

トーナメント戦決勝戦は１２月４日（日）天台

硬式野球場で開催、優勝は千城台ヤンキース。詳

細は次号でレポートします。

優勝されたチームは来春関東大会、５月の静岡

県草薙球場での全国選抜大会に駒をすすめること

ができます。

開幕戦の結果は、「サンドロッツ」、「 FC」、

「栄町クラブZ」 、「Bｰ Leverage」、「ポンキーズ」、

「千城台ヤンキーズ」、「Smokers」、「NAYON」の

8チームが初戦を勝利で飾りました。

今号では、開幕戦の試合模様を千葉県連盟が誇

る名カメラマンの本田副理事長が取材してきまし

たので、開幕戦のベストショット（？）をお届け

します。
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打球は何処へ

快心（？）の一打

後は捕られないだけ

ヨーシ、よし！

得点取ったぜ

HIT？空振り？

よっしゃー！チェンジだぁ！



クイックはいらない！

渾身の力で投げ込むだけ！

試合の最中だよ

余裕？余裕ありすぎ！

イッター！

いったな。うんいった！

しまっていけよ！

アウト？セーフ？

クロスプレーは難しい

脚には自信があるんだ

送るだけではありません

ホームベースを確認して

余裕のホームイン

セーフセーフ

間違いない！



3年前から板橋区ミックスバレーボール協議会と共

同で開催している「千葉市・板橋区ミックスバレー

交流大会」ですが、今年も11月13日（日）千葉市・

磯辺スポーツセンター体育館（2面）で開催しました。

現状ではコロナ感染拡大は落ち着いている状況です

が、11月に入りジワジワと増え続け「第8波」が近

づいている状況から、以前から行っている検温チェッ

ク、マスク着用（但しプレー中の装着は選手の判断

を尊重）、手指消毒徹底等の「感染症対策」を施した

上で、午前の部8チーム（内、千葉3チーム）午後の

部3チーム（内、千葉1チーム）合計11チームの参加

で行いました。

試合形式は当初予定していた18チーム（千葉8チー

ム・板橋8チーム）の参加が得られなかったことや交

流大会の趣旨を考えて、25点3セットマッチ、但し3

セット目は15点先取、ジュース無し。

また、2セット目で決着がついていても3セット目

は行う！というローカルルールを適用。

参加チーム最低2試合は“みっちり”プレーできる

環境を提供することとしました。試合中に選手にこ

のことを尋ねると「いや～3セットはキツイですね・・・」

と言いながらも、汗をかいた顔はニコニコ。やって

る感たっぷり！！の表情で応えてくれました。

午前の部は予定より若干遅れ9時35分プロトコー

ル！

2面のコート一杯に選手が床をこする「キュッ！キュッ！」

と響くシューズの音。「バシッ！」と決まるアタック

ヒットの音！「ヤッター！」とポイントが入るたび

に上げる換気の声、声、声。選手の息遣いが埋め尽

くすいつも通りの熱い、熱い試合が繰り広げられま

した。

お昼を過ぎても熱戦が繰り広げられ2面での合計2

4試合36セットを終了した時間は予定より大幅に超

過し午後1時45分頃終了。午後の部の1時半予定のプ

ロトコールは午後2時15分となり、午前の部同様に

熱戦が繰り広げられ、全ての試合が終わったのは夕

暮れ迫る午後5時半過ぎ。

交流戦故に順位を付けないというローカルルール

も手伝ってか、はたまた1か月後に迫ったミックスバ

レー全国大会に向けての手慣らしも兼ねでいるチー

ムもあり、終始にぎやかな、そしてある時は真剣な

プレーありと交流大会ならではの雰囲気がそこかし

こに。この交流大会は今後とも継続して開催してい

く予定です。

因みに参加チームは次のとおりです。

・千葉枠 八街排球クラブ・CHIRIｘCHIRI・３M・

SIMPLE

・板橋枠 すもう部・

ぺろり・駒込サンセッ

ツ・REVERSE・GYC・

Lotus・MAKES

（文責 園川）
ヨーシ、よし！

得点取ったぜ

床が滑るんだよ

きれいに拭いておか

なくちゃ！

1枚ブロック

コースは防いだ

後は頼む！



10月23日（日）、サッカー協議会が小学1年生か

ら4年生までを対象に開催した「からだあそびサー

クル」が秋晴れのもと68名の参加で大きく成功し

ました。

国立青少年教育振興機構の子供夢基金の助成を

得ながら開催してきたイベントで、自分たち自身

も楽しみ、将来のある子供たちのためにとサッカー

協議会代表の磯部さんが企画、立ち上げたもので

す。

県連盟からの参加者はいませんでしたが、、Ｊ

ＥＦレディースの皆さんや千葉市障がい自立支援

課の参加協力も得ながら、大きく成功させること

が出来ました。

イベントでは、障がい者施設の駄菓子屋さんな

ども出店いただき、また、ベルマークの告知など

もあり保護者の皆さんや子供たちが列を作って楽

しむ風景も見られました。

どうしても現役の選手や大会開催に終始しがち

な新日本スポーツ連盟千葉県連盟の活動ですが、

「子どもたちが対象ですが、今後は「スポーツの

入口」としていろいろな種目を体験できるイベン

トとして成長させていきたいと思います。」とい

う磯部さんの思いを実現するため県連盟としても

協力を惜しまず、色々な形で今後も支援していき

たいと考えております。

このイベントは単発・単年度の取組ではなく今

後も継続していく取組と位置づけています。

来年は是非皆さんもご参加ください。

サッカー協議会ではこうした取組に加え,現在

ミックスサッカーの実現に向けて奮闘中です。

性別に関係なく、一つのボールを追いかけて楽

しめるサッカーを目指し、頑張っています。

興味のある方、又はそういった方をご存じの方

がお出でになりましたら、ご一報ください。



９月１６日（金）木漏れ日の里を出発し泉自

然公園へ。

泉自然公園横を通っている旧東金街道を散策し

ました。参加者は１１名。

巨大な杉の並木の街道を１時間半ウオーキン

グしました。

泉自然公園自身が遺跡の集まりです。「上ノ台

遺跡（縄文中期から後期及び平安時代の集落跡）」

「山の台遺跡（縄文時代中期及び古墳時代の集落

跡）」の横に見ながらのウオーキング。

途中、弥生時代から江戸の初期まで馬の市が

開かれた「市場山」を通って大草原へ。

少々暑い天気でしたが並木のおかげで涼しい

散策でした。江戸時代、馬に米俵２俵乗せ港ま

で歩いていたことに思いを馳せました。

ウオーキングでお腹を空かせたあとは、お待

ちかね恒例の「ソーメンパーティー」に移りま

した。

メニューは「ソーメン」「けんちん汁」「お月

見団子」です。

木漏れ日の下でのゆったりとした時間を過ご

しました。「お腹いっぱい。もう食べきれない。」

の声も。

お土産は巨大な「冬瓜」「かぼちゃ」１１月は

予定を繰り上げて「紅葉狩り」と「餅つき大会」

です。

（日野正生・記）

千葉県ウォーキング協議会・９月例会報告

参加者募集
ウォーキング協議会では一月に１回例会を開催しています。

無理のない距離、コースを選び、時には車による移動も使

いながら楽しく歩いています。

健康増進や体力維持に、色々な目的で歩いています。

是非あなたもご一緒に!!



11月25日(金)今年度3回目となる理事会を穴川

コミュニティーセンター会議室で開催しました。

理事会は本田副理事長の司会のもと進められ、

第2回理事会以降の各協議会の活動経過について

各協議会からの報告を受け、千葉県や千葉市との

懇談会の席上提出する要望書の内容、現在の県連

盟の財政状況等について、報告や意見が交わされ

ました。

【各協議会から】

野球： リーグ戦の決勝が10月に行われ、トーナ

メント戦も佳境に入っている。

12月4日にはトーナメント戦の決勝が行われる

予定。

卓球： 今期予定していた大会は全て予定どおり

開催できている。

12月には全国大会一般の部が岡山で開催される

ことになっており、千葉県からも代表チームを送

り出している。

バレーボール： 8月27日に秋季大会を開催した。

春の大会と合わせた上位チームが11月12日13日

の全国大会（岡山）に出場した。男子ベスト8女子

ベスト４。

MIXﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ： 板橋区との交流大会を開催し千

葉から４ﾁｰﾑが参加した。12月10日11日に浜松

で全国大会。

スキー： 11月19日に学習会（船橋市）開催、3

年ぶりにスキー祭典開催

サッカー：ミックスサッカーのテストマッチを実

施中。10月にからだあそびサークルを開催。

ランニング： 青葉の森リレーマラソンを来年5月

21日に開催予定

空手： 夏季大会を380名で開催

ウォーキング： 月1回第三金曜日に例会開催。毎

回10人前後が参加。中国の方も参加された。

テニス： ほぼ毎週のように大会開催中。応募多

数で断ることも多い。

【要望書】

一部字句修正した上で了承

【要望書】

厳しい状況ではあるが何とか年度を越えられそう

理 事 会 報告

県連盟の皆さん、初めまして！千葉ランニングク

ラブの山口幸雄（やまぐち ゆきお）です。出身ス

ポーツは、職場関係のラニングクラブ同好会「ラン・

ラン・ラン」です。

今までは年に7～８回千葉県をはじめ、近県のラ

ンニング大会に会の皆さんと一緒に参加していまし

た。参加のモットーは、周りの景色を眺めながら、

無理をしないで、楽しく走ることとレースが終わっ

た後の懇親会で美味しいお酒を楽しむことでした。

しかし、政府の後手後手のコロナウィルス対策の

為、ここ2～３年は大会がほとんど中止なっていま

す。私自身も現在後期高齢者になり、おまけに座骨

神経痛と背骨のすべり症になってしまいましたので、

ここ数年マラソン大会には殆ど参加できていません。

体調が万全ではないので、今はランニングの練習

は止めて、ウオーキングに切り替えてリハビリに取

り組んでいる今日この頃です。

私がお世話になっているランニングクラブの前会

長さんが体調をくずし、県連盟の仕事（千葉ランニ

ングクラブ）がきつくなったので、私が会計事務等

を引き継ぐこととなりました。前会長さんの様には

出来ませんが、少しでも連盟のお手伝いができれば

と思っていますのでよろしくお願いします

千葉ランニングクラブの年間行事は、春の青葉の

森リレーマラソン、夏の反核平和マラソン、年末の

検見川クロカンが主な行事です。

所属クラブの「ラン・ラン・ラン」では各人が自

分の力量にあった大会に参加しています。私の今の

目標は、ランニング大会への復活参加を叶え、10k

ｍ部門で年齢×1分＝合計76分でのフィニッシュを

目指し、あわよくば制限時間にゴールしたいな～♪

等とひとり言をつぶやいています。

（ランニングクラブ 理事／山口幸雄）





SPORTS CALENDAR

１２月 ３日（土） チーム対抗テニス大会
１２月 ４日（日） チーム対抗テニス大会

野球協トーナメント戦
１２月１１日（日） サッカー協議会ミックス大会

チーム対抗テニス大会
検見川クロスカントリーレース

１２月１８日（日）会長杯テニス大会
１２月２４日（土） 会長杯テニス大会
１２月２５日（日） 年齢別テニス大会

サッカー協議会ミックス大会

１月 ７日（土） 会長杯テニス大会
１月 ８日（日） サッカー協議会ミックス大会
１月１５日（日） ミックスバレーボール新春大会（磯辺）
１月２１日（土） 春季テニス大会
１月２２日（日） 春季テニス大会

サッカー協議会ミックス大会（予定）
１月２８日（土） チーム対抗テニス大会
１月２９日（日） チーム対抗テニス大会

冬季卓球大会

12月 １月

最近テレビをつけると出てくる有名俳優が

演じるCMが気になっています。

スタンドで応援するチームの勝利を祈るよ

うに手を合わせ、目をつぶり、得点（ゴール？）

した瞬間に飛び上がる。一見なんでもないC

Ｍに見えますが、その後スマホが出てきて画

面上に「WINNER」の文字が。スポーツくじの

CMであることに気づきます。

この制度は2020年12月に「スポーツ振興投

票法」が改訂され、Bリーグも対象となり、

これまでになかった単一試合のくじが導入さ

れたことによるものです。

サッカー・Jリーグでも同様に「単一試合」

でのスポーツくじが導入されることになりま

す。これまでは、複数の試合を同時に予想す

るもので、当選確率は宝くじ並みの160万分

の一程度だったのがBリーグでは16分の一、

Ｊリーグでは18分の一となり、競馬・競輪の

当選確率に近くギャンブル性が極めて高くな

ります。

新日本スポーツ連盟は、2021年1月8日「改

正スポーツ振興投票法」には次の問題点があ

るとして反対しました。

問題点①コロナ禍で困難に陥っているスポー

ツ界に広く諮ることなく国会で僅かな審議で

決定された

問題点②単一くじの導入は射幸心を煽り、

選手による不正行為のリスク増大に繋がる。

複数の試合を対象にし、当選確率を過度に上

げないとした従来の方針を全て否定する。

問題点③選手や審判による八百長の可能性

を高めるだけでなく、ネット上で選手や審判

が誹謗・中傷にさらされる懸念がある。

インターネットによるくじ購入制限は試合

開始の10分前となっていますが、選手が試合

直前の準備をする中、スマホ片手に観客が血

走った眼でお金を掛けるという光景は果たし

て健全なスポーツと言えるのかどうか？はな

はだ疑問に感じます。

そもそも賭博行為は刑法で禁じられており

特別法で許されているにすぎません。このよ

うな雰囲気では選手もやりにくいでしょうし、

試合中に罵声が飛び交い会場の雰囲気も悪く

なることが危惧されます。

やはりスポーツ予算の増額を

図る事が一番の解決に通じると

思いますが、読者諸兄はどのよ

うにお考えでしょうか？


