
球春到来！

待ちに待った第56回全国軟式野球千葉県大

会開幕戦が3月13日に古市場球場で開催されま

した。新型コロナ感染により昨年、一昨年と

全国大会が開催されず、千葉県及び関東代表

まで頑張ったチームの皆様はさぞかし悔しい

思いをしたことでしょう。

今年こそはとの期待を胸に各チーム、全選

手が日頃の実力を発揮できる大会になつて欲

しいと思います。

開幕第１試合、双方若いメンバー揃いの

千葉Meteo対花見川Cat's

どちらも出塁しチャンスは

ありましたが、走塁、バッ

テリーミスのMeteoは残念

ながら初戦黒星のスタート

でした。

JUMP対栄町クラブＺは初回から攻めた栄

町が勝利しま

した。

JUMPも若い

メンバーだけ

あって、試合

後半に同点に

追いつくので

は？！と思わせるような追い上げを見せまし

たが一点差でおしくも敗れてしまいました。

隼対海浜ブラザーズ、Kin-ikyo対スクラッ

チ【隼とKin-ikyo】両チームは出塁したラン

ナーをきちんと帰し、開幕初戦をみごと征し

ました。

今年度の野球協議

会の目標としては、

審判要員の確保と各

チームと選手が怪我

なくシーズンを大い

に楽しめる大会、そ

んな一年間に選

手の皆さんと役

員の協力のもと

成功させたいと

考えております。

開幕戦の試合結果は以下のとおりです。なお、

試合結果は県連盟のホームページからでもご確認

いただけます。

Sports Net
ち ば 2022年4月号
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2022年４月１日

「スポーツは平和とともに」
新日本スポーツ連盟千葉県連盟
〒263-0024 千葉市稲毛区穴川3-1-17
Tel 043-287-7353 Fax 043-256-1454
URL http://njsf-chiba.perma.jp
E-mail njsf1970chiba@gmail.com
発行人 園川 峰紀
通巻 ２３９号



暖かい春の日差しが感じられる3月16日（水）2019

年以来３年ぶりの『スリーダブルス女子お花大会』

が千葉公園体育館で開催されました。

この大会は“スポーツ連盟のお花大会” として県

内の女性卓球愛好者の中では広く認知されている大

会です。

また全国大会にも出場するような実力のあるチー

ムから初心者のチームまで幅広いレベルのチームが

参加する大会である事でも知られています。

卓球台が24台と

制限されているた

め受付開始から３

日間で定数を越え

ていた年もありま

したが、今回は残

念ながらオミクロ

ン株の急拡大で大会参加を控えるチームも多く、そ

れでも３４チームの参加でした。

今年の試合方法は５から６チームのリーグ戦。４

名での３ダブルス戦で２回戦までに４名出場しなけ

ればなりません。

３人で楽しむ年と４人で楽しむ年を交互に行う事

にしています。

賞品は大会名同様鉢植えのお花。

１位には赤、ピンク、淡泊の大きな花が見事なラ

ナンキュラス。２位には綺麗な花と可愛らしい蕾が

見事なマーガレットでした。

この他６チームリーグでは３位にも鉢植えの花が

贈られました。

ランクはAからDまで。Aランクはヤチスマ・フラ

ミンゴ・杏仁クラブなど若手で実力のあるチーム同

士の戦いで迫力満点！

Dランクは経験豊かのチーム同士で和やかな中に

も競り合う試合が多く、セット数で順位が決まる試

合も多く見られました。

参加者からは「コロナ禍でなかなか対戦できない

方々と団体戦でプレーする機会を設けて下さったこ

とに感謝しています」（フラミンゴ）。「台も多く、進

行がスムーズにおこなわれました。コロナ対策もし

て頂き安心して参加出来ました」（ちーむM＆M）

「初めて参加できて１位？ 素晴らしいお花うれしい

です」（海浜クラブ）との声も寄せられました。

各ブロックの成績は新日本スポーツ連盟卓球協議

会のHPをご覧ください。（文責 金子泰夫）

大会結果確認用ＱＲ

～ スリーダブルスお花大会 ～

Ａブロック 1位

フラミンゴ

Ｂブロック 1位

大網クラブ

Ｃブロック 1位

ちーむＭ＆Ｍ

Ｆブロック 1位

海浜クラブ



今年も２月１１日から第４０回春季大会が始まりま

した。雪による延期もありましたが、無事開催する事

が出来ました。

春季大会は寒い時期ですが申し込みが多く人気になっ

ています。

男子ダブルス決勝の２ペアはどちらも準決勝で志村・

大島ペアは6-4石井・谷口ペアは6-5と厳しい試合を

勝ち抜いての決勝戦でしたが結果は志村・大島ペアが

6-2で優勝でした。

石井・谷口ペアは準決勝でもう少し楽な試合をしな

いと決勝は厳しいと反省していました。

春季大会女子シングルスは２月２６日の一日で決勝

まで実施しました。決勝は右利きと左利きの対決とな

りました。結果は試合巧者の中野さんが6-2で優勝で

したが見応えのある試合でした。

男子シングルス・５０歳以上男子シングルスは当日

リーグ戦のみ、トーナメントは３月１３日に高浜コー

トで開催しました。

トーナメント本戦敗者はコンソレーション（敗者復活

戦）も行いました。

男子シングルスの決勝はダブルスで準優勝した石井

選手と小町選手です。どちらも準決勝迄は危なげなく

勝ち抜いてます。

他の選手も見守る中、決勝戦が始まりました。石井

選手の鋭いショットを小町選手が上手にスピンロブ・

スライスロブで切り抜ける展開でしたが、中盤から石

井選手もスピンロブ・スライスロブで応戦、何と１ポ

イントを取るのに１０分以上かかるラリーが続き観客

からはどよめきが起きていました。小町選手が序盤か

らリードして6-3で優勝です。

小町選手のお父さんに話を聞いた所ジュニアの時か

らこのプレースタイルが多かったそうです。ドロップ

ショットを打たれても足が速く、しかも読みの早さが

印象的でした。

今年から５０歳以

上男子シングルスも

種目として開催しま

したが、試合巧者の

秋山選手が6-4で優

勝しました。

運営委員の伊東さ

んも４位トーナメント優勝で疲れながらも喜んでいま

した。

２月２７日は春季大会女子ダブルスリーグ戦、３月

５日はトーナメント戦と２日に渡って開催しました。

エントリーが５６ペアと多かったのですが２日開催だっ

たので思い切って試合方法を８ゲーム先取ノーアドと

しました。

１～７位トーナメント、コンソレーションも行いま

した。密を避ける為午前・午後と集合時間をずらして

の開催です。

決勝は石﨑・平野ペアと岡本・固本ペアでした。優

勝は石﨑・平野ペア8-3でした。

３月１９日は春季大会最後の種目混合ダブルスです。

決勝は千葉県会員戸川・戸井口ペアと埼玉県会員佐

藤・佐藤ペアです。どちらも譲らず決勝戦に相応しい

素晴らしい試合

でしたが

最後のサーブ

がダブルフォル

トになり6-5で千

葉県戸川・戸井

口ペアが逃げ切っ

て優勝です。優

勝後の二人の喜びようは写真で見て下さい。

３月２０日（日）本年度最後の大会は女子・混合・

男子ダブルスのチーム対抗でした。

最後ということもあって、今回は運営側が決めたド

ローではなく初の朝のクジ引きでリーグ戦のドローを

決めました。

２６チームと多かったので試合方法を２ゲームスオー

ルからの６ゲーム先取ノーアドで開催しました。選手

から不満が出るのを覚悟して臨みましたが色々な人と

出来たのだから大丈夫楽しかったと言って貰えてホッ

としました。

矢張り朝クジ引きは運営大変でしたが少し時間が超

過しただけで最後まで終わることが出来て良かったで

す。

決勝はニッタチームとさるこちゃんチームです。優

勝はニッタチームでした。

２０２２年度もよろしくお願いします。



３月２４日（木）今年度４回目となる理事会を

スポーツ科学センターにおいて開催しました。

経過部分については触れる程度で、第５０回定

期総会に向けての議案討議に時間を割きました。

協議事項

【議案討議】

①私たちを取り巻く情勢

コロナ禍におけるスポーツ連盟活動や、その

中で開催された東京オリンピック・パラリンピッ

ク。

その一方で老朽化や使用料の引き上げなどに

さらされる一般スポーツ愛好家。こうした状況

について県連盟の見解と展望を明らかにしてい

ます。

②2021年度総括
2,021年度の総会で決定された７つの方針・活

動目標についてそれぞれ、どの様に取組んだの

か、 また、実現できた背景や実現できなかった

際の課題などを明確にしています。

③2022年度方針

2022年度の活動目標を7つの柱にまとめて提
案しています。

短期間で実現解決せねばならない問題や長期

的に取り組んでいかねばならない問題などにつ

いて示しています。

特に、長きにわたって県連盟の屋台骨を背負っ
てきた金子さんの卒業による影響について、今

後の方向性を示しています。

④2021年度決算、2022年度予算
コロナ禍による大会中止等により収入が大き

く減少しことにより、専従的に活動いただく役

員の手当までカットせざるを得ない状況になっ

ていること。少しでも余力のある協議会に一定

の負担をしていただかなければ、事務所の維持

も困難になることについて説明させていただき

ました。

⑤総会役員の選任

立候補者がいなかった場合の総会役員候補を提案

オリンピックを観て思うこと

昨年夏に東京オリンピック、今年2022年冬に北京

オリンピックが開催されました。両オリンピックは、

新型コロナの蔓延の中で実施され、ベストな状態で

選手の実力が発揮できない、自国内に新型コロナが

より蔓延するなど、選手やスタッフ並びに開催国の

国民に多大な影響を与えました。

これは国際オリンピック連盟（ＩＯＣ）とオリン

ピックに協賛する企業やマスメディアの「人命を尊

重しない」強引さが問題だからと思えます。

さらに北京オリンピックは、開催国において香港

やテニス選手への人権問題があり、オリンピック憲

章で謳われている「フェアープレイの精神をもって、

平和でより良い世界の実現に貢献する」規定を逸脱

した問題がありました。これらは、今後のオリンピッ

クのあり方を、再度検討すべき課題と思います。

こうした状況もあり、私は自国開催となる東京オ

リンピックは、新型コロナの影響も身近に有り充分

見ていませんでした。しかし身勝手ですが、北京オ

リンピックは他人事として、気持ちも楽で見ていま

した。

そこで改めて「オリンピックは選手個人のパフォー

マンスを充分に発揮する場であり、それが観客に感

動を与えるものだ」と思えました。

男子フィギュアに出場した羽生結弦選手は、誰も

成し遂げた事の無い４回転アクセルに挑戦しました。

失敗はしましたが、彼の志を曲げず挑戦する姿はす

がすがしいものを感じました。

前日のＳＰで序盤の４回転サルコウを失敗しまし

たが、これは他の選手のジャンプでできた穴によっ

て失敗とのことですが、フリーを考えて怪我無くや

れるように対処したものかと考えてしまいます。

又、スノーボードハーフパイプで平野歩夢選手が

トリプルコーク1440を連発して金メダルに輝きまし

た。これも13ｍの高さから、斜め軸に縦３回転・横

４回転する彼のオリジナルの技でした。素晴らしい

ものでした。競技後のインタビューで、彼は自分の

パフォーマンスを後輩が見て、強い影響を持ってく

れたら良いと述べました。

ここで少し私が気になった点は、今後追求される

高難度の技は、怪我などの危険がますます増加し、

気をつけてもらいたいと思うことと、後輩たちには、

彼らの技では無く、前向きな志を見習ってもらいた

いと思うことでした。

県連盟監査 黒須 直樹

理 事 会 報 告



①クラブ（チーム）名 蘇我プラザ

②代 表 者 内 山 彩 子

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）

チームの誕生は30年くらい前だと思います。

練習場所が当時の「蘇我勤労市民プラザ」（現

在の「蘇我コミュニティーセンター」）で、施設

名に因み「プラザママ」というチーム名とし、数

人で始めたそうです。

数年後には地名の入った「蘇我プラザ」に改名

しました。

現在はメン

バーの数も増

えて14～15名

で、毎週木曜

日に練習して

います。

卓球の技術

向上を目指す

のはもちろんですが、健康のためにも細く長く仲

良くチームを続けていけたらと願っています。

⑤クラブのアピール（２０２２年度の抱負等）

メンバーの技術レベルには差がありますが、木

曜日には全員が集まって練習します。

コーチに教えていただくこともあります。

主に千葉市の家庭婦人大会に向けて練習してき

ましたが、この2年間は新型コロナの制で試合が

なく，残念に思っています。

2022年度は

大会が開催さ

れると思いま

すので、ラン

クアップはも

ちろん、全員が怪我なく元気に参加できることを

目指しています。

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）

あらゆる試合が中止にとなっている中、試合の場

を提供して下さ

り、ありがとう

ございました。

（写真は3月16日の「スリーダブルスお花大会」）

クラブ紹介

蘇我プラザ
卓 球

内山・荒井ペア

寺島・石坂ペア

新田・浜野ペア

伊藤・富永ペア

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

４月 ３日（日） 野球協議会リーグ戦
４月１０日（日） 野球協議会リーグ戦

４月１７日（日） 野球協議会リーグ戦

４月２３日（土） 第４０回春季テニス大会

４月２４日（日） 野球協議会リーグ戦

４月２９日（金・祝）春のバレーボールフェスティバル

千葉県卓球協議会総会 ４月 ９日（土）
千葉県連盟定期総会 ４月１６日（土）

５月 １日（日）第１５回なのはなテニス大会男女S
野球協議会リーグ戦

５月 ３日（火・祝）春季卓球大会

５月 ５日（木・祝）祭典・ミックスバレーボール大会

５月 ７日（土） チーム対抗テニス大会

５月 ８日（日） 第１５回なのはなテニス大会・混合D
野球協議会リーグ戦

春のバレーボールフェスティバル
５月１４日（土） 第49回350チーム対抗テニス大会・女子
５月２１日（土） 第１５回なのはなテニス大会 男子D

野球協議会リーグ戦
５月２２日（日） 青葉の森リレーマラソン

５月２８日（土） 第49回370チーム対抗テニス大会男子

4月 5月

今回のロシア軍のウクライナへの侵略を受

け、各国際スポーツ団体や著名なスポーツ人

から厳しく糾弾する声明やメッセージが数多

く発信されています。

そのなかでも一際プーチン大統領と親交が

ある国際柔道連盟は、プーチン氏の同連盟の

全ての役職から解任しましたが、この判断は

国際スポーツ団体として当然の判断である旨

の報道がありました。

当初は名誉会長などの職を停止するという

ことでしたが、世論の批判を受け解任へと処

分を変更したと言います。

一方、プーチン氏と関係が深いワールドテ

コンドーはウクライナ侵攻が行われるやいな

や、即座に同氏の名誉黒帯を剥奪、併せてロ

シア軍のウクライナ侵攻を厳しく批判してい

ます。

翻って、同じくプーチン氏と親交がある日

本の柔道界をリードする全日本柔道連盟（全

柔連；山下泰裕会長）の対応はどうでしょう

か？

全柔連や講道館もプーチン大統領と親交が

ありながら、誰の目めからみても明らからな

主権国家への侵略行為である今回のウクライ

ナ侵略に対して見解を表明していません。

講道館からプーチン氏には名誉6段だけで

なく、山下会長自身の宝物である嘉納治五郎

直筆の書『自他共栄』を贈っています。

山下氏自身の著作にも「プーチン氏の考え

方の根底に『自他共栄』、平和を目指し、話

し合いを続ける考え方があるはず。実際にプー

チン氏は『柔道で人生が変わった』と言って

いるのでその姿勢が変わることがないと信じ

ている」と述べていますが、山下会長は今回

のウクライナ侵略について説明を避けている

と言います。

柔道の根本精神である『自他共栄』と今回

のプーチン大統領の蛮行とも言えるウクライ

ナへの侵略行為とは相容れないものがありま

す。

スポーツ団体として何らかの声明を発する

責任がある、とこの記事は締めくくっていま

す。

なんだかファーストネームで呼び合う仲で

あると自慢するある国の元首

相の姿とダブって見えますね。
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