
GW真っただ中の5月5日（木・祝）印西市・松

山下公園体育館（メインアリーナ）で第28回ミッ

クスバレー印西市大会が6チーム（BURST・八街

排球クラブ・GOZILA・REVERSIBLE･ROUGE・

SIMPLE）の参加で総当たりリーグ戦（全15試合）

が開催されました。

昨年の同大会はコロナの影響をもろに受けまし

たが、今年はどうやらバレーの神様も私たちの味

方になって頂けた様子。

午前9時には無事6チームのメンバーが揃い、午

前9時半のプロトコール以降、全国大会出場権を

目指し、熱戦の火ぶたが切られました。

前半戦で目を引いたのは久しぶりに参加した大

学生チーム「ROUGE」対強豪チーム「八街排球

クラブ」の対戦。フルセットの末、ROUGEが八

街を振り切って勝利。

ROUGEは初戦の勢いでそのまま突っ走るかと

思いきや、その後の試合はいずれも接戦。最終的

は1勝4敗と残念な結果に。

一方、八街はその後は着実に勝ち星を重ね3勝2

敗とまずまずの結果。

ROUGE・監督さんに試

合途中で話を伺ったところ

「コロナの為、対外試合が

出来ず大変でした。学生は

2年単位でメンバーの入れ替わりがあるのでこの

大会がここ2年で初の対外試合で有り難いです。」

とのこと。改めてコロナの影響がまだまだ尾を引

いていることを実感。

午前中は各チーム2試合ずつ消化。この時点で

BURSTが2勝、GOZILA・SIMPLE・ROUGE・

八街が1勝1敗と横一線、REVERSIBLEが0勝2敗

と苦戦。

午前中の試合が一巡したところで昼食休憩。

午後1時から後半戦開始。どの試合も接戦に次

ぐ接戦。フルセットに持ち込まれる試合が続出。

最終的に全15試合中、半数を超える8試合がフル

セット。参加チームの実力が伯仲している証とも

いえる結果に。

コートが使える時間帯が迫る中、BURST対八

街の3セット目は隣のコートに移動して時間内に

終わることが出来ホットする一コマも。

最終ゲームREVERSIBLE対SIMPLEも第1セッ

トがジュースにもつれ込みSIMPLEがフルセット

でREVERSIBLEの猛追を振り切り勝利。気が付

けば外は夕闇が迫る時間帯となっていました。

大会結果、上位3チーム（1位：BURST・2位：

八街・

3位GOZ

ILAが出

場 権 を

得 る こ

と と な

り ま し

た。

（文責：ミックスバレー協議会 園川）
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何時もは野球、サッカー、バレーボールの大会にお

邪魔して観戦記をお届けしているのですが、今回は、

5月3日（火・祝）千葉公園体育館で開催されました

卓球大会（春季大会・団体戦）にお邪魔してきました。

同じボールを打ち合う競技でも他の競技と比べても

卓球のボールは小さく、きゃしゃという感じから個人

的にはあまり興味を持っていませんでしたが・・・

当日会場に着くと、体育館の前には大勢の老若男女

の姿があちこちで開門を待っていました。その数凡そ

200名強？会場を覗くと大会スタッフが卓球台を並べ

たり、パーテーションを立てたりと準備に大わらわ。

午前9時に開門となり外で待っていた選手たちはどっ

と体育館の中へ。早速あちこちの卓球台でピンポンと

ボールを打ち合う音が聞こえてきます。どの選手も試

合を待ちきれないように準備運動に余念がないように

見えました。

午前9時20分過ぎ頃に開会式、園川県連盟理事長の

歯切れがよく、かつ力強い挨拶、吉田運営委員長によ

るルール説明が終わると早速試合開始。会場内に配置

された24台の卓球台で熱戦が繰り広げられました。

スタッフから大会概要やルールの説明を受けました

が、ルールはおろか、スタッフの口からとびだす「ラー

ジボール？」「おもて・うら？」「ダブルス・シングル

ス？？」「対戦順序」等々卓球にはまるで知識のない

私の頭の中は？？？？だらけ。

それでも目の前で繰り広げられる熱戦を見ていると

思わず引き込まれる試合も。

その一つ、Doki2（Dokiを2回繰り返すと「ドキド

キ」という意味だそうです。）の男女ペアの選手に見

とれてしまいました。始まってから30分以上経ち、

周りはシングルスに移行しているにもかかわらずこの

台だけはラリーの応酬。ついにはフルセットに持ち込

みましたが力及ばず3対2のスコアで敗退。

対戦後にお二人にインタビュ－したところ、ご夫婦

で卓球を楽しんでおり、奥さんは以前テニスをやって

いたが半月板を痛め卓球に転向、ご主人は「楽しかっ

たけど悔しい。次のシングルスではリベンジです！」

と吹き出る汗を拭いながら笑顔で答えてくれました。

ご主人のその後の試合は、やはりダブルス同様に粘

り強い試合展開で2セット先取されるもフルセットに

持ち込みましたが残念ながら最終セットで敗退。

広い体育館の中で24台の卓球台に分かれて汗を流

す200名を超える選手の姿を見てスポーツってホント

に素晴らしいな！と改めて感じるとともに会場で卓球

協議会に加盟したいとの人もいて卓球協議会の地道な

活動を垣間見る思いがしました。（↓優勝チーム）

←女子Ａ：杏仁クラブ

↓男子Ａ：ヤチスマＡ

女子Ｂ：大網クラブ→

男子Ｂ：市原ひまわり

↓

男子B-2：ＴＨＥ

ＤＡＹ

女子C：蘇我ﾌﾟﾗｻﾞ

希望があれば、優勝チームの皆さんの写真(データ)を

お送りします。県連盟までご連絡下さい。



3月24日に開幕した今年のプロ野球も前半戦の1か

月を過ぎ、ロッテ・佐々木朗紀投手の完全試合、阪

神タイガースの思わぬもたつき、昨年のセ・パの覇

者オリックス・スワローズの善戦、ビッグボス・日

本ハム新庄監督の動向、そして海の向こうで米大リー

グでは二刀流の大谷翔平選手の大活躍、カブスの鈴

木誠也選手の新人らしからぬ大活躍等話題が持ち切

り。そんな中、ここ千葉県野球協も22年度リーグ戦

が順調に試合を消化していると聞き、4月24日（日）

睦沢野球場（千葉県長生郡睦沢町）で開催されてい

る試合にお邪魔してきました。

当日は1部リーグ3試合と2部リーグ1試合の4試合

が予定されていましたが結果はいかに・・・

第1試合 花見川キャッツ vs 海浜ブラザーズ

第2試合 隼 vs 福井電子

第3試合 栄町クラブZ vs 闘球会

第4試合 スクラッチ vs 花園サミッツ （2部）

＜第1試合＞

花見川キャッツの1回表の攻撃。連打で4点をゲッ

ト。続く2回と5回に1点づつ追加点を挙げ優位に試

合を展開。海浜ブラザーズも四球や相手守備の隙を

ついて2回と4回に4点を挙げる猛追も及ばず6対4で

花見川キャッツの勝利。

次の試合のスコアラー、海浜ブラザーズのベテラ

ン監督「いや～やられました。なかなか若い選手が

育たなくて。」と言いながら、にこにこしながら草野

球を心から楽しんでいる姿が印象的でした。

＊通算成績 花見川キャッツ 3勝1敗・海浜ブラザー

ズ 1勝3敗

＜第2試合＞

福井電子1回表の攻

撃 . 1番・2番が四球で

出塁、続く3番・4番の

3塁打、2塁打と長打の

連打であっという間に

2点先取。その後も3回

に1点、4回にも3点の追加点を挙げ優位に試合を展

開。

一方、隼は福井電

子・先発投手を打ち

あぐね凡打を重ねて

いたが、終盤は相手

投手の球にも慣れて

きたのか5回の攻撃

では連打で3点を取るも、反撃及ばず6対3でゲーム

セット。

隼のベテラン選手「このチームとは相性が悪いん

ですよ。次の試合では必ず勝ちます。」と力強い言葉

を残し球場を後に

しました

＊通算成績

福井電子 2勝1敗

隼 2勝2敗

＜第3試合＞

栄町クラブZ・闘球会。1回の表裏の攻撃でそれぞ

れ1点づつを挙げ、両チーム先発投手の調子も良く、

試合途中からは雨脚が強くなり両チームともイマイ

チ。試合巧者の栄町クラブZも単調な攻撃でなかなか

追加点が奪えなかったものの終盤の5回と6回に1点

づつ加点。闘球会の追撃を許さず３対０で勝利。

＊通算成績 栄町クラブZ 3勝0敗・ 闘球会 2敗

１引き分け

＜第4試合＞

第3試合の途中から強くなった雨の為、残念ながら雨

天中止。試合前の花園サミッツのある選手は「カツ

カレー」をペロりと平らげ、準備万端となったとこ

ろで試合中止の報告を聞き、残念そうな表情でした

が同チームキャプテンT君は「僕らは雨に左右され

ませんよ。何時でも来い！」さすが、昨年3部リーグ

で優勝、2部リーグでも優勝を目指すチームだけに力

強い一言が印象的でした。

＊通算成績 花園サミッツ 2勝0敗・スクラッチ

1勝1敗

今年も栄町クラブZを中心に展開されて行くのか？リー

グ傘下の他チームの奮起を期待したい！（園川文）



５月２６日（木）、県連盟事務所において、今期第１

回目となる常任理事会を開催しました。

金子事務局次長の勇退に伴い、１名減の８名体制で

のスタートになりました。

前回の常任理事会から時間の開いたことから、最初に、

各協議会のこの間の活動について報告いただきました。

バレーボール：４月に春の大会開催

ミックスバレーボール：6チームで印西市大会（5/5）

テニス：４月２３日から今季の大会を開催している

卓 球：４月９日総会、５月３日春季大会開催、

６月２０日のペアマッチを準備中

空 手：総会を開催、７月に大会を開催予定

ウォーキング：５月に館山方面（約半年ぶりだった）

スキー：７月に総会開催予定

このほか、５月２２日に開催された第２０回千葉・青

葉の森リレーマラソンについての報告がありました。

応募９０チーム、参加８７チーム（約７７０人）

優勝JR・EASTランナーズ（大会新記録）

協議事項

○今後の常任理事会･理事会の日程等について確認しま

した。

○SportsNetちばの記事である、スポーツアラカルト

原稿の入稿順番を決めました。

○千葉県スポーツ祭典の開催計画（種目別大会開催日）

について確認しました

○５０周年記念誌及び千葉県スポーツ祭典チラシ作成

の進捗状況について

→リレーマラソン･総会の準備等により計画より大幅

に日程超過

○SportsNetちば6月号及び7月号の掲載記事について

○佐々木事務局長の休暇の確保について

事務局に入るにあたって、3ヶ月の長期休暇を約束し

ていたが困難な状況になっている。

常任理事会 報告

千葉県サッカー協議会の長い歴史の中でのエピソー

ドや苦労した事柄など思い出話として挙げてみよう。

当初はスポーツ祭典としての短期のトーナメント

大会で、社会人と高等学校のチームの対戦、社会人

では県リーグ1部のチームや千葉市リーグのチーム、

かたや、スパイクシューズをはいてない運動靴のチー

ムなど今では考えられない様での試合であった。

それでも１６～２０チームもの参加があり、会場

はスポーツセンターと各高校のグランド。

問題は負傷に対する対処があった。社会人は民間

の保険に加入してもらったが高校生はスポーツトレー

ナー資格保持者の大会として安全会適用されるとし

て安堵したことを覚えている。

その後、大会は社会人のみとして、スポーツ祭典

とリーグ戦の二本立てにし、スポーツ祭典は自由参

加、リーグ戦は協議会加盟チームとして継続した。

苦労したのは会場確保。そのころやっと公営会場

も芝生のグランドになっていったが抽選でなければ

確保できず、とても足らない状況。

「芝生のグランドで試合ができます」を標榜して

いた手前、何とかしなければとして、考慮したのが

市原の富増にある「文化の森」、そこは、バーベキュー

場と多目的芝生広場、駐車場とトイレのみ。

市原市と掛け合い、サッカーの簡易ゴールを寄贈

することでサッカー場として許可をもらいホームグ

ランド化した。ただ、毎回、石灰・ラインカー・メ

ジャー・ネットを事務所より移送するのが苦労した。

（後に正規のゴール寄贈）

茶髪の若者が[サッカーをやりたい]と言ってきた。

メンバーとユニホームがそろえればできると教唆。

その後、大会に出てきたが毎回大差で敗退。いつも

間にか消えてしまった。サングラス・白い背広・エ

ナメル靴の格好のおっさんがいつも応援していたの

を思い出す。

今年はＪリーグができて３０年、日本サッカーの

父と言われたデットマール・クラマーが亡くなって

7年目、この5月にはイビチャ・オシムが亡くなった。

2人とも名言を残している。含蓄ある言葉に新鮮な

驚きを与えてくれると思う。インターネットで見て

ほしい。

県連盟顧問 淺 沼 義 明



①クラブ（チーム）名 闘球会

②代 表 者 鈴 木 健 志

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）

＜名前の由来＞

「最後まで諦めず闘う」という意味を込めて命

名しました。1992年（平成4年）職場（千葉市内

のＪＰ）の同僚を中心に立ち上げました。当時の

監督の「鶴の一声」で決まりました。チーム名か

らプロ野球・オリックスバッファローズみたいに

勇猛さを連想するかもしれませんが、「繋ぐ野球」

を理想としていますのでチームのイメージとして

は広島カープがしっくりきますね。

＜チームの特徴・活動＞

メンバーの殆どが高校時代野球部に所属してい

ましたが、どちらかといえば、中心メンバーでは

なかった選手達が闘球会に入り、レギュラ－ポジ

ションをゲットして野球の楽しさを見つけたこと

からとにかく

「楽しくなく

ちゃ！」が特

徴と言えます。

日常の活動

は、新日本ス

ポーツ連盟、

私設早朝リーグ、職場の大会に参加する等して年

間20試合程度行っています。

登録人数は17名。平均年齢は40歳です。練習は

2月、3月の日曜日にグラウンドを借りて行ってい

ます。

監督、キャプテンはメンバーの持ち回りで行っ

ていることも他のチームには見られない特徴でしょ

うね。

監督も試合に出たいこともありますからね（笑）

⑤ クラブのアピール

新日本スポーツ連盟へは2011年から加盟してお

り、2018年から１部に参戦しています。加盟当時

は4部制となっており、4部からスタートして1部

昇格迄７年かかりました。当初はエース級が1名

だったため、エースが来ないと厳しい戦いとなっ

ていました。しかしながら、投手が複数揃った時

期からチーム力も上がり、現在1部で頑張ってい

ます。

１部では結果を残せない年が続いていますが残

留出来るよう、精一杯頑張ります。また、毎試合、

断片的に動画を撮り、各自場面の振り返りを行っ

ています。（5月26日現在 1勝3敗1引き分け）

チームの決まり事として10年毎にユニフォーム

を新調しています。92年から今まで4回変更して

います。現在のユニフォームは黒と黄色の２色で

なかなか部員にも人気がありますよ。現行の前は

オレンジでした。写真をご覧いただければ嬉しい

です。

⑥ その他

毎週、レベルの高い相手と楽しく試合をさせて

もらえ、運営の方々には感謝しています。今後も

宜しくお願いします。

クラブ紹介

闘 球 会
野 球

最新のユニフォーム



SPORTS CALENDAR

６月 ５日（日） 野球協リーグ戦

サッカー協ミックスリーグ
６月１２日（日） 野球協リーグ戦

６月１８日（土） 男女別テニス大会
６月１９日（日） 野球協リーグ戦

サッカー協ミックスリーグ
６月２０日（月） ペアマッチ卓球大会
６月２６日（日） 野球協リーグ戦

チーム対抗テニス大会

全国勤労者スキー協議会代表者会議 ６月１２日（日）

全国卓球協議会総会 ６月２５日（土）

７月 ３日（日） 空手大会

７月 ９日（土） ミックスダブルス卓球大会

７月１０日（日） 野球協議会リーグ戦

７月１６日（土） なのはなテニス大会

７月１７日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協ミックスリーグ
７月１８日（月・休） 祭典・テニス大会

７月２３日（土） チーム対抗テニス大会

７月２４日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協ミックスリーグ
祭典テニス大会

７月３１日（日） 野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会

６月 ７月

都心に残された巨大な緑の空間＝神宮外苑。

日曜ともなると草野球愛好者が気持ちよく汗

を流す6面の軟式野球場グランドが来年再開

発で廃止される計画が進んでいます。

計画によれば大型ホテル建設のため、約千

本の樹木が伐採され、ただでさえ少ない市民

スポーツの場所が減らされます。その裏には

政治家や大手開発業者の影が・・・

2020東京大会の為に莫大な費用を費やして

新しい国立競技場が作られたことは多くの方

がご存知と思います。

オリンピックが終わり、やっと落ち着くと

思っていたのにまたぞろ住民の生活を脅かす

再開発計画が明らかになりました。

新国立競技場に隣接する東京・神宮外苑の

再開発計画によれば、樹木の971本が伐採、

70本が移植。

テニスコートの移設で絵画館前の芝生広場

は多くの樹木が無くなります。ラグビー場の

移転でも多くの樹木が失われると言います。

神宮外苑といえばイチョウ並木が有名です

が、これも移植され、高さ60mのホテル付野

球場や高さ185mと80mの超高層ビル等の商業

施設が作られてしまい神宮外苑の景観は一変

します。

先に述べましたように軟式野球場やゴルフ

練習場、フットサル場を含め多くのスポーツ

施設が失われることになります。

ユネスコ諮問機関の日本イコモス国内委員

会は神宮外苑の景観を「20世紀初頭の都市美

運動が結実したもの」と指摘しています。

同委員会は、ラグビー場を現地建替えにし

てテニスコートの移転を取りやめる代案を示

したり、再開発見直しのネット署名も5万人

以上が集まり小池百合子東京都知事に届けら

れる等世論は大きく広がっていると言います。

超高層ビル等は当初の計画にはなく後から

割り込んだ形になっていることからも誰に利

益をもたらすかは明らか。

都民に親しまれてきたスポーツ施設や環境

を壊す計画は許されるものではありません。

今、千葉市でも千葉公園スポーツ施設の改

修工事が進行中です。神宮外

苑の二の舞が起こらないよう

に常に行政に対して私たちの

声を届けることが必要なこと

を感じています。


