
暮れも押し詰まった昨年12月22日（水）16時

から約1時間、2年越しとなる千葉市市民局生活文

化スポーツ部スポーツ振興課スタッフと市所管の

スポーツ施設に関する改善要望について懇談会を

持ちました。

スポーツ振興課からは村田課長、堀課長補佐の

お二人。当初出席予定だった神田部長は別途会議

の為、名刺交換のみを行いました。

なお、連盟からは園川理事長、佐々木事務局長、

吉田常任理事の3名が出席しました。

冒頭全国連盟機関紙「スポーツのひろば2022

年1・2月号」県連盟機関紙「Sports Netちば12月

号」を手渡し連盟活動の宣伝を行ってから事前に

提出していた要望書に沿って回答を頂きながら一

問一答の質疑応答を行いました。

頂いた回答の中で私たちが長年要望していたも

のの、いくつかで前進した回答もありました。

高浜庭球場や稲毛海浜公園のテニスコートにつ

いては、劣化した個所に足を取られ怪我人が発生

した事象も散見されていましたが、高浜について

はハード面8面が2024年冬季に、稲毛については

ハード面9面が2023年冬季に、それぞれ砂入り人

工芝（オムニ）に更新予定との事。

青葉の森野球場の雨漏り対策では、放送室・本

部等特に改修が課題となっている箇所について令

和4年（2022年）改修工事設計に入るとの事。

宮野木体育館の夏季換気対策については、エア

コン設置を図ったとの事。花島公園体育館の照明

設備改善についてはLED照明に更新工事を12月中

に実施する等々があります。

その他、宮野木スポーツセンター野球場フェン

スの嵩上げ、ダグアウトの改善（屋根設置）、千

葉ポートアリーナの卓球台増設などは優先順位か

ら現時点では予定していない等の回答が寄せられ

ましたが、安全かつ快適に利用できるようこれか

らも粘り強く要請していく必要を感じました。

なお、2023年3月に供用開始される千葉公園体

育館の料金体系については、料金の半額を利用者

が負担することが原則、年明けの早い時期に料金

体系等を告知する予定である旨回答がありました

が、千葉市が実施した市民アンケートにもスポー

ツ・レクレーションを今より行うための条件とし

て「身近に気軽に利用できる施設」「安く使える

施設」が上位を占めていることを示し、リーズナ

ブルな料金体系を設定して欲しい旨強く要請しま

した。

千葉市スポーツ振興計画の具体化については、

国の基準に照らしても目標を達成しているが見直

しを行い更により高い水準を目指している事、ス

ポーツ関係予算増額については、要求ベース段階

では昨年比で見れば微増（数％）である旨の回答

がそれぞれ寄せられました。

昨年はコロナ禍の為、お互いに文書を交換する

形式を取りましたが、やはり細かいところまでは

意思疎通が難しいことを痛感しましたので、今回

面談形式で実施して頂いたことからより突っ込ん

だ話し合いが出来たことは評価したいと思います。

懇談会の最後に2023年11月に予定している全

国テニス大会会場（ヒルズコート）の優先利用を

申し入れ、検討して頂けることを確認しました。

今回面談形式で対応して頂いたスポーツ振興課

には改めて感謝の意を表したいと思います。
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千葉県テニス協議会の庄司運営委員長から昨年11

月に名古屋市で開催された第23回全国テニス選手権

大会の観戦レポートを入稿いただきました。

千葉県選手の活躍の一端に触れてみて下さい。

第23回全国テニス選手権大会が11月13日、14日、

愛知県名古屋市・東山公園テニスセンター11面で行

われた。

全国テニス選手権大会は、各都道府県のテニス協

議会が予選会を行い代表選手を選抜している。

千葉県では7月22日から約1か月予選会を行い、シ

ングルス(S)3名、ダブルス(D)5組を代表として派遣

した。中でも女子Dは、40組で競い、優勝、準優勝

の2組を派遣した。

私は、大会当日、名古屋駅から東山線に乗り、20

分、東山公園駅で降り、徒歩で会場に向かった。

1日目は本戦3回戦まで行った。

男子S寄木智裕選手（下写真↓）は、 第3シード

で剛腕サーブの滋賀県を打ち破った。

女子S篠原美和子選手（下写真↓）は、準優勝の愛

知県と対戦し惜しくも敗れた。

男子D石井翔太・寺澤健太郎組（下写真）は、京

都府にタイブレークで競り勝った。

感想を聞くと「こういう厳しい試合に勝つと嬉し

いです。来年、高知ですか？遠いけど行きたいです」

壮年女子D川崎典子・板倉美知代組（下写真↓）

は、優勝した静岡県と初戦で対戦し敗退した。

2日目はコンソレと本戦が行われた。

＊「コンソレ」とは「コンソレーション」

の略語です。いわゆる「敗者復活戦」と

思って下さい。

コンソレは、初戦負けだけでなく本戦初日に負け

た人が入るフィードインコンソレを採用していた。

男子S寄木選手は埼玉県に勝ち進んだが、優勝した

兵庫県に敗れた。

感想を聞くと「兵庫県選手は50歳代ですが、あえ

て一般に出てるそうです。頑張ったけど負けました。

強い選手と対戦出来て良かったです」

男子壮年S保戸田寛章選手（下写真↓）は静岡県に

敗退した。

「積極的に

前に出たり、

ロブやパッ

シングショッ

トも打った

のですが中々

抜けません

でした。

やはり、全国大会はレベルが高いですね。試合は

終わったので、千葉県の応援をします」



男子Ｓ 寄木智裕
女子Ｓ 篠原美和子 準優勝

金井夏帆
石毛胡桃
月脚友美子
酒井知代子
石井翔太
寺澤健太郎

壮年男Ｓ 保戸田寛章
佐藤光子
石橋知佐子
川崎典子
板倉美知代

ベスト4

優勝

ベスト4

ベスト4

3位

女子Ｄ

男子Ｄ

女子Ｄ

壮年女Ｄ

壮年女Ｄ

女子S篠原選手はタイブレークで東京代表の西口選

手に勝ち決勝に進んだが、惜しくも優勝を逃した。

対戦相手の西口選手は千葉県予選で敗退したが東京

の代表になったらしい。同様に村上憲生選手、沢出亜

矢子選手も東京代表で出場していた。

男子D石井翔太・寺澤健太郎組（下写真↓）は、静

岡県に勝ち進んだが準決勝(SF)で敗退した。

女子D金井夏帆・石毛胡桃組（下写真↓）は、3試

合を勝ち優勝し、賞状を授与された。

壮年女子D川崎・板倉組は、２試合を勝ち進みSFで

敗退したが素晴らしい試合だった。

ここから本戦2組をレポートする。

女子D月脚友美子・酒井知代子組（下写真↓）は、

バックハンド

ドライブボレー

が冴えわたり

順当に勝ち上

がったが、優

勝の東京に敗

れ3位となり、

メダルと賞状

を授与された。

前回優勝の壮年女子D佐藤光子・石橋知佐子組（下

写真↓）は、惜しく もSFで敗た。

ロブやドロップショット等で前後左右に走り回る白

熱した試合が終了した時、拍手が巻き起こった。

ボールを追いかけて打つときは真剣な表情だが、相

手にエースを決められた時はショットを称える仕草。

ペアがミスしても笑顔でラケット・ハイタッチ。選手

は白熱した厳しい大会を楽しんでいた。

来年は高知県。再来年は千葉県。今回の観戦で対戦

選手の県名が一目でわかる標示が必要等、課題を理解

できた。

千葉県での大会が楽しみと言う会員の期待に応え準

備したい。

参加された選手の皆さんお疲れ様でした。

また、観戦記をお寄せいただいた庄司さん、ありが

とうございました。

高知全国大会での活躍を期待し、応援しています。

下表は今大会の主な成績になります。



1月２０日（木）オミクロン株の急拡大の中、Ｚｏｏｍ

参加者を含め７名の出席で常任理事会を開催しました。

報告事項

行政との懇談 （詳しくはSports Netちば 2月号を

参照）

県の文書回答（１月１１日）によると体育館は現在の敷地

に建替える予定。テニスコートのクラブハウス改築予定の

情報を得た。

千葉市スポーツ振興課との懇談会（１２/２２）では高浜

コート・稲毛海浜公園コートのオムニコートへの改修計画

の情報を得た。又ヒルズコートでの全国大会開催の要望を

伝えた

ランニング 千葉・青葉の森リレーマラソンの募集は

Webエントリーを採用。

会場の公園占用と内行為の許可申請を行う。

ミックスバレー １月１０日（月・祝）松山下公園体育館

で新春大会を７チームで開催。

優勝「八街排球クラブ」 準優勝「MAKES」

3位「BURST」

卓球 全国卓球選手権大会中止との連絡（1/１９）

を受け急きょ各出場チーム及び選手に連絡

協議事項

① 行政との懇談会

県教育庁からの回答書についてテニスコートの工事期間

や体育館駐車スペースの有効利用など再度質問書を提出

（1/18）

② 第58回千葉県スポーツ祭典チラシ

チラシ用写真を１０枚に絞り込む。次回理事会（1/27）

で決定。

③ 連盟創立５０周年記念行事

記念誌の台割について検討。３月中旬頃に原稿・写真等

レイアウト等を取り纏め、３月末までに印刷に入れるよう

準備を進める。

内容については常任理事会（２/１７）にて確認しつつ

進行する。印刷部数は１０００部、予算10万円、カラー

印刷とする。

④ その他

・ 青葉の森リレーマラソン

直近の参加チームに参加の有無及びWebエントリーで

申込可能かどうかの意向調査を今月中に発送する。

・ ４月からの事務所体制については、HPで告知する。

原則土日勤務は行わない方向で検討

・ Sports Netちば編集 2022年２月号・３月号の内

容を検討。

・ ２月の評議委員会及び３月の全国総会に向けて、代議

員等の確認する

・４月の千葉県連盟定期総会の準備を進める。

・連盟事務所に係る火災保険申請報告（2022年度予算か

らの支出）

・印刷機補修点検につき現状での故障対応は個別とする

こんにちは！サッカー協議会・磯部です。今

回のテーマは「スポーツ界におけるオミクロン

型コロナウイルスの影響」について考えてみた

いと思います。

現在（原稿執筆時：2022/1/23）、千葉県では

1月21日（金）から2月13日（日）までの間、ま

ん延防止等重点措置が公示され、日々の生活や

スポーツ界に影を落としています。 影響を直

接的に受けるスポーツイベントは、政府や自治

体の方針が適用されます。

無症状でも陽性と判定されれば、一定期間の

隔離が必要となり、感染拡大のひとつの要因と

して、イベント事後の感染拡大が懸念されます。

いくら感染対策を練っても従来株よりも『感染

力が強い』オミクロン株対策となると、昨年以

上の厳格さが求められます。

それらの労力を考えると、スポーツイベント

そのものの中止を考えせざるを得ません。

多くの選手にスポーツの場を提供する私達も、

開催の是非について大いに悩むことが増えそう

です。

そういったことから、改めてオミクロン株の

大流行がスポーツ界に与えるダメージはとてつ

もなく大きいです。

スポーツを楽しみ、豊かな人生を育む基本理

念の為に、まず私達がやるべきことは、「最新

情報に則り、基本的方針を明確に定義付けて対

処すること」、そして「状況の重要性を発信し、

参加する選手の皆さんに対して感染対策への協

力」が欠かせません。

現状では声を上げにくいことでも、スポーツ

選手の視点に立つ私達一人一人の意見は貴重で

あり、かつ普遍性は変わりません。勇気をもっ

て「スポーツを諦めない姿勢」を示しつつ、こ

の状況に対応していきましょう。

（サッカー協議会運営委員長・磯部 宙 記）

理事会報告



①クラブ（チーム）名 Ｐｏｌａｒｉｓ
②代 表 者 石岡 里海
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）

昨年度、コロナ禍で高校３年生は最後の大会が無く
なってしまいました。
このチームは千葉北高校卓球部顧問の野瀬原先生が
北高ＯＢ（現大学１年生）を中心に今年度立ち上げ
ました。
現在は他校ＯＢや瀬原先生の前任校での教え子など
も加わり、１５名で活動しています。
チームの特徴は大学１年生の若いチームを社会人が
選手も兼ねてサポートしている感じです。
水曜日と土曜日に高校の体育館や公営体育館で練
習しています。
チーム名の由来は、千葉北高校関係者が中心となって
立ち上げたチームなので、「北」つながりで、北斗星（北
斗七星）の英語表記であるＰｏｌａｒｉｓにしました。

⑤クラブのアピール
（２０２２年度の抱負）

前述の経緯
で発足したチー
ムなので千葉
市在住の大
学１年生が
中心です。実
力も様々なメ

ンバーがおり、それぞれの目標に沿って練習をしています。
千葉市の大会を中心に出場し、上位入賞を目指して
活動したいと考えています。
また、女性メンバーが１名しか在籍していないので、ご
興味のある方
は是非代表ま
でご連絡下さ
い。レベル、年
齢関係なくお
待ちしておりま
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）
今年度の前半は、まだまだコロナの状況が芳しくなかっ
たため、出場を見送る大会もありましたが.次年度はスポー
ツ連盟にも登録をし、より多くの大会に出場したいと考え
ております。
よろしくお願いします。

写真はいずれも冬

季卓球大会のもの

です。

クラブ紹介

Polaris
卓 球

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。

郷田･石黒ペア

瀬原･平井ペア

藤井選手

保坂選手



SPORTS CALENDAR

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・祝） 春季テニス大会 男子ダブルス
２月２３日（水・祝） 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）

全国連盟 理事会・評議員会 ２月１３日（日）

３月 ５日（土） 男女別３ペアチーム対抗テニス大会
３月１３日（日）混合ダブルス２ペアチーム対抗テニス大会

３月１６日（水）スリーダブルスお花大会（卓球）

３月１９日（土）第４０回春季テニス大会

３月２０日（日）チーム対抗テニス大会

（女D.混合D.男D３ペア）
３月２１日（月・祝） 祭典・空手大会（県武道館）

３月２７日（日） サッカー協議会リーグ戦

全国連盟定期総会 ３月１３日（日）

千葉県連盟第４回理事会 ３月２４日（木）
全国連盟オンラインシンポジウム ３月２６日（土）

2月 3月

着地へのこだわり！

内村航平選手の演技から感じられるのは、

何より競技の締めくくりとなる「着地」の美

しさにあると言っても過言ではないですね。

今でも脳裏に蘇るのは2012年ロンドン五輪

で、どの競技でもぶれることなくピタリと着

地を決めた姿。リオ五輪での最後の種目鉄棒

で逆転優勝した場面。つま先までピンと伸び

た競技中のパフォーマンスはあくまでも「体

操は美しくなければならない」という本人が

追及する体操競技へのこだわりを示すものと

言えます。

2012年ロンドン五輪、2016年リオ五輪両大

会での個人総合部門を連覇、更に2009年から

2015年の世界選手権6連覇を含めるとなんと8

年間も連続して世界一の座を保っていたこと

になります。

また、国内に目を転じると2008年から2017

年までの10年間全日本選手権10連覇もあり、

なんと国内外で40連勝を遂げたことになりま

す。

6種目で高いレベルの演技を行うそんなオー

ルラウンダーも2017年の世界選手権以降は故

障に苦しみ、1年遅れで開催された2020東京

五輪では、個人総合の出場を諦め鉄棒1本に

絞っていましたが、まさかの落下。種目別決

勝にも進めませんでした。

スポーツ選手にとってはいずれか訪れる現

役引退の日。1月14日の引退会見の席でどん

な言葉が彼の口からでるのかと興味津々だっ

たのですが、「（体操競技を）続ける者として

（次の）パリ五輪を目指すと後3年。そこまで

は無理と思った」との言葉から、世界のトッ

プを保ってきたトップアスリートが背負う責

任の大きさを感じるともに、後輩に向けて

「人間性に重きを置いてほしい」「自分がやっ

てきたことを伝え、子供たちに体操の楽しさ

を伝える普及活動をしたい」とのメッセージ

には体操への愛情が他の誰よりも強いと思い

ました。

一時期の低迷期を抜け、日本の体操界はこ

こ数年世代交代もあり有望な若手が続々と輩

出し次のパリ五輪でも大いに活躍が期待でき

るのですが、その場に指導者となっている内

村選手の姿を想像するだけでもワ

クワクしてきますね


