
県連盟サッカー協議会は、リーグ戦参加チームがなかなか集まらない中で、新たな取り組みを模索し

ています。

その一環として、１０月２３日（日）に青葉の森陸上競技上において、以下の取り組みを行います。

スケジュールに余裕のある方はお子様やお孫さんを連れて参加してみてはいかがでしょうか。

以下はサッカー協議会からのお誘いになります。

子どもたちがスポーツに興味を持ち、夢中になるには、あそびの要素が必要です。

あそび？スポーツ？ 実はその垣根はありません。あそびながらスポーツの一端を楽しめる企画です。

新感覚の体験を、ぜひご家族で体験してください。

【催し名】からだ あそび サークル

【日 時】10月23日（日）9:30-13:00 (当日受付開始) 9:00

【開催方式】現地開催によるスポーツ

・あそびを通じた交流体験

【場 所】青葉の森陸上競技場

【参加費】お子様おひとり￥500

※保護者・ご家族の参加は無料です

【対 象】 ・小学 1 ～ 4 年生(推奨)

・保護者・ご家族・ご高齢の方も参加できます。

【内容】

・当日は、それぞれのあそび（スポーツ）の楽しさを体験す

ることができます。

・(開催予定ブース) ① ウォーキングサッカー

② バルシューレ ③ タッチラグビー

④ からだの能力チェック ⑤ ヨガリフレッシュ体験

【持ち物等】

・動きやすい服装 ・運動靴（外履き用）

・飲み物、タオル

・その他運動時のご自身の準備品

【申込】

https://forms.gle/MoNHXvyMzhzH9XE57
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コロナ禍の収束が見えない中、8月11日（木・

祝）印西市・松山下公園体育館（サブアリーナ）

で第29回ミックスバレー夏季大会が3チーム（B

URST・八街排球クラブ・CHIRI×CHIRI）で開

催されました。

募集開始時点の5月末ではコロナ禍も落ち着き

を見せていたこともあり、今大会は多くのチー

ムが参加してくれるだろうと思いきや、次々と

入る連絡では「メンバーが揃わない」「練習が出

来ていない」等々の理由で参加辞退を申し出る

チームが続出。一時は「中止」も視野に入れな

ければならない状況となりましたが、大会２週

間前にはどうにか4チームが参加できる状況とな

り開催に向けGOサインとなりましたが、ここで

もコロナの神様の悪戯か？ある参加チームから

「メンバーの一人がコロナ陽性者となり出場を辞

退したい」との連絡があり、結局前記3チームと

なった次第。いつまで続くコロナ禍よ！と恨み

たくなりました。

当日は3チームによる2回の総当たりリーグ戦

（2セットマッチ、21点先取、ジュース無し）合

計4試合行うこととしました。

事前の予想では、全国大会出場経験がある

「八街排球クラブ」と「BURST」の2チームのど

ちらかが優勝、CHIRI×CHIRIがどこまで両チー

ムに食い下がるか？という観測でしたが・・・

午前の部の結果、八街排球クラブ・ＢＵＲＳＴ

共にCHIRI×CHIRIに勝ち、直接対決は引分け

で1勝1分け、CHIRI×CHIRIは善戦むなしく両

チームの軍門に下り2敗。

１時間の休憩を

はさんで午後の部

１回戦は 八街排

球クラブ・BURST

両チームとも

CHIRI×CHIRI 戦

に勝利し、共に２

勝1分けで最終戦に

臨み午前の同様にシーソーゲームが再現されま

した。

そして第1セット、八街排球クラブ20点、BU

RST18点の場面で思わぬハプニング。

八街男子選手の一人がコートに蹲った。一瞬

何が起こったのか？コートに緊張が走りました。

当該選手の右足首の捻挫が確認され、試合続行

は不可との判断。参加全チームで協議の結果、

八街の棄権試合となりBURSTが突然のエンディ

ングですが勝利で3勝1分で1位、2位は2勝1分け

1敗の八街排球クラブ、3位は善戦が光ったCHIR

I×CHIRI 0勝4敗となりました。

怪我をされた選手の一日も早い回復を願って

次回の大会・11月13日（日）磯辺ＳＣで行われ

る千葉・板橋交流大会での再会を約束し散会し

ました。

（文責 園川）

打った！ 止めた！

止めたか？！

かわいい！線審



灼熱の太陽の下、白球を追いかける高校球児の憧れ、

夏の高校野球大会が始まりましたね。

千葉県野球協リーグ戦も佳境を迎えているとの報告

を受け、3部リーグ、2部リーグの優勝が懸かる試合

が行われる8月7日、宮野木野球場に足を運んで来ま

した。

球場に到着した時間帯に行われていた試合は第2試

合「Brothers」vs「東熱ﾀﾞｲﾅﾏｲﾂ」。

これまでの戦績はBrothers は5勝1敗1引き分け、一

方ダイナマイツは1勝4敗。Brothers が勝てば3部優勝

に大きく近づくところ。しかも、対戦相手は組みやす

い相手？とも思われる事前の予想でしたが、試合は投

手戦の展開を見

せ、ダイヤモン

ズの善戦もあり、

Brothers が2

対1で勝利。3部

優勝を大きく引

き寄せました。

続く第3試合は2部リーグ優勝が懸かる一戦。「花園

サミッツ」vs「KIN-IKYO」戦。ここまでの成績は

花園サミッツ：6勝1敗（1敗はメンバーが揃わず没収

試合で－２点のハンデ）、一方、KIN-IKYOは6勝１

引分。勝ち点は互いに同じ18点。KIN-IKYOが勝て

ば無条件で優勝に大きく近づく。しかし、花園が勝て

ば、得失点差から全く横並びとなり、優勝は果たして

どちらに転がり込むか混戦模様となる状況。

そういった意味で当該試合は事実上の優勝戦。そこ

で試合前、両チームのキャプテンにインタビュー。

花園・冨ケ原キャプテン「我々は守備のチーム。まず

は守備でリズムを作って、後は持ち前の打力で勝ちに

行きます！ホームランを狙っていきますよ！」と相変

わらず若さを前面に出す強気の弁。

KIN-IKYO今村キャプテン「今日の試合は勝つつ

もり出来ました。対戦相手は手ごわいチームと聞いて

いる。ここは勝って1部に上がりたい！」とこちらも

やる気満々。

12時30分過ぎにプレーボール！ しかし、1回の表、

花園サミッ

ツが

KIN-IKYO

の先発・和

泉谷投手の

立ち上がり

と内野守備

のミスをとらえ一

死満塁のチャンス

に1点先取。

続くバッターが三

振スリーアウトと

なったところで突

然の大雨？！あっ

という間にグラン

ドが水浸し。

両チームのキャプテンの熱い思いもあり第4試合に

出場するチームを加えて小雨になったところで全員総

出でグランド整備。約50分近い中断を経て試合再開。

2回裏のKIN-IKYOの攻撃で一死満塁のチャンスで

同点に追いつくも気まぐれな野球の神様のせいで再度

の大雨に見舞われ、二度目のグランド整備は断念。残

念ながらノーゲームとなりました。

次の両チームの対戦まで優勝の行方はお預けとなり

ました。甲子園同様にまだまだ千葉野球協の熱戦は続

きます。予定では9月11日にリーグ戦が終了。9月18

日から選抜大会（トーナメント戦）が始まる予定です。

（文責 園川）

イッテー！

ここで打たなきゃ



①クラブ（チーム）名 KIN-IKYO

②代 表 者 今 村 拓 朗

③チームの連絡先

インスタグラムアカウント

https://instagram.com/kin_ikyo?utm_medium=co

py_link

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＞

チーム名は元々、勤医協という病院勤務の方々

の部活動チームでした。今でも医療関係者が数名

所属していますが、メンバーの脱退、加入の過程

で医療関係者よりも一般メンバーが多くなった事

で、40年の歴史があるチーム名の呼び名だけ残し

て、表記をアルファベットにする事にしようと決

めて現在のチーム名になっています。

＜チームの特徴＞

チームの特徴は若いメンバーが増えた事で、守

備や走塁に活発さが増しました。投手も複数人で

回るようになり、劣勢になっても投手を変える事

で流れを変える等、簡単には負けないチームにな

り、現に今シーズンは今のところ負けなしできて

います。

何度かヤバイと思う試合もありました。しかし

決して諦めない、全力を出し切るスタイルで終盤

に逆転するというドラマチックな試合も多くでき

るようになりました。

＜練習日程＞

オフシーズンには不定期ではありますが月1程

度で集まって、1日しっかりボールに触れる日を

作ってコンディションの維持、向上をしています。

＜登録人数＞

現在登録メンバーは20名程ですが、やる気溢れ

るメンバーなら常に募集しています。

⑤クラブのアピール

今シーズンはこのまま1位通過を目指して、4年

連続で勝ち点「1」届かずに上がれなかった悲願

の1部昇格を果たして、秋のプレイオフ、そして

トーナメントと、共に勝ち進み関東大会出場を最

大の目標にしています。

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）

最後に連盟

には大変お世話になっており、今後も楽しく野球

を出来るよう、チームとしても出来る事は協力し

ていこうと思います。チーム数の減少や球場確保

など課題はありますが、お互いに歩み寄ってこの

環境が維持、向上することを願っておりますので、

新日本スポーツ連盟に所属するチームすべてでこ

の問題に向かっていけたらと願っております。

今後ともkin-ikyoをよろしくお願い致します。

クラブ紹介

KIN-IKYO
野 球



８月２６日(金)今年度４回目となる常任理事会を

県連盟事務所で開催しました。

報告事項

・事務局長の夏休みに伴う事務局対応について

特に問題は無かったが、受けた連絡のメモの方

法など改善点もあるようだ。

・５０周年記念誌が完成

今後配布先や配布方法等について検討していく

必要がある。

当面県連盟各協議会から配布数を出してもらう

ことに。

・ランニングクラブ総会開催

会長に園川氏を選出。

リレーマラソンの決算が完了した。

・関東ブロック会議開催

コロナ禍の中、中断されていた関東ブロックの

会議が開催された。

この間の各都県連盟の活動について情報交換し

た。

協議事項

・50周年記念誌記念の配布について

行政（市・県）には各５部を持参若しくは送付。

県連盟OBにも送付する。

送付先のリスト化を早急に進める。

・コロナ感染拡大を受けて

県連盟として行っている対策等について、再度

周知を図る。

当面は、昨年度の緊急事態宣言の際に告知した

文書を参考とした文書を告知していく。

・事務局の閉局について

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）。

常任理事会 報告

今回アラカルトを書くにあたって、いろいろと調

べてみた。日本発祥のスポーツであったり、マイナー

スポーツと言われるスポーツを見てみたり。その中

で、１つ気になったスポーツがあった。「フレスコ

ボール」という、ビーチスポーツです。

知られていなかったってだけで歴史は古く

１９４５年。発祥はブラジルのリオデジャネイロ。

少しずつ広まり、日本でも２０１３年にフレスコボー

ル協会が設立されていた。

フレスコボールは、ラケット競技で使う道具もシ

ンプル。

ラケットは木製やカーボン製の卓球ラケットより

も少し大きめで、ボールはゴム製のテニスボールよ

りも小さく卓球よりも大きめの物を使うらしい。ま

たネットや専用のコートは必要ないとのこと。これ

は、ラケットとボールが手に入れば、誰でも簡単に

始められるのでは？と思いさらにルールとかも気に

なりました。

スポーツというのは、対戦相手がいて、相手から

ポイントを取るものが多いと思う。だけど、フレス

コボールのルールは全く

違っていました。 ペア

と向かい合って、２人で

協力し加点をしていく。

奪うのではなく、足して

いく。相手を思いやり取りやすい所に打っていく。

優しい気持ちになれる競技かもしれません。

試合時間は５分間、ラリー回数やテクニック、落球

回数、アタック回数などで加点していくという採点

方法。

千葉県でビーチスポーツが出来る所があるので、

やってみたいと思う。詳しくは、インターネットで

検索してみてください。

世界にも日本にも、まだまだ知られていないマイ

ナースポーツと言われているスポーツが沢山あって、

その一部をまずは知ることが出来ました。いろいろ

なスポーツがもっとたくさんの人に知られ広まって

行くといいなと思います。

県連盟理事（テニス協議会選出） 固本祐理子



SPORTS CALENDAR

９月１０日（土） 野球協議会

トーナメント戦キャプテン会議

９月１１日（日） サッカー協ミックスリーグ （予定）

秋のバレーボール祭典

野球協トーナメント戦

９月１８日（日） サッカー協ミックスリーグ（予定）

９月１９日（月） 祭典卓球大会個人戦

野球協トーナメント戦

９月２５日（日） テニス協チーム対抗戦

野球協トーナメント戦

１０月０１日（土） チーム対抗３５０女子

１０月０２日（日） 野球協トーナメント戦

１０月０８日（土） 卓球大会ダブルス戦

１０月０９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）

９ 月 10月

真夏の炎天下で白球を追いかける高校球児

の姿は感動的であるが故、マスコミでもかな

り情緒的にとらえられていますが、昨今の異

常気象とも思える暑さの中ではとても競技が

できる環境にはありません。

最近よく耳にする暑さ指数＝ＷＢＧＴによ

ると、真夏の甲子園は「熱中症の危険性が高

く危険な暑さとなり屋外での運動は原則中止」

となるカテゴリーです。

しかしながら、昔から暑さは夏の高校野球

にはつきもの、当たりまえといった雰囲気が

あります。確かに筆者が高校生当時（今から

５０年以上前になりますが）は３０度を超え

る日はひと夏に数えるほどでぃかありません

でした。

３５度以上の暑さとなると、すり鉢状の球

場のグランドでは４０度以上にもなるでしょ

う。そんな中でけいれんを伴う選手も続出。

選手の安全を守る意味からも改善が必要な時

期に来ています

高野連では来年以降の暑さ対策として、１

日２部制で実施を検討すると発表しました。

現時点での案は、朝の部と夕方の部に分けて

行うもので、日差しが強く気温が高くなる昼

間の時間をさける狙いがあると言います。

夏の大会では先に述べましたように、選手

の足がつる等熱中症の問題や、観客も救急搬

送される事例も発生しています。

２０１９年の大会では応援中の生徒さんが

スタンド裏の通路で座り込んでいる姿が数多

く見られる状況が散見されていました。

球場のスコアボードにも「熱中症に気を付

けて下さい。合間を見て休憩しましょう。」

というメッセージが流れています。

今回高野連が提示した２部制案はあくまで

も検討段階であるそうです。１００回を超え

る歴史がある大会でもあり、さらには主催者

側である新聞社の意向も加わり、実現するに

は相当時間がかかることが予想されます。

しかし、事は選手や生徒の生命にもかかわ

ることです、大人の事情も

あると思いますが、健康を

大事にして早めの判断が望

ましいですね。


