
７月２３日（金）新型コロナ感染症拡大の

中でしたが、スポーツセンター駅に１２名が

集合。３台の車で「鴨川大山千枚田」に向か

いました。

今回のウオーキングには当初20名の方が参

加を申し込むという状態で車の手配がうまく

いかなくて、１週間ずらし２３日ということ

になりました。１週間ずらしたことにより、

都合がつかなかったり、ワクチン接種の日と

重なったりして不参加の人が続出。中でもコ

ロナ感染者が急に増え参加を控えた方や家族

が感染した方もあり万全の対策を講じて実施

しました。

「大山千枚田」までは車で１時間３０分。鋸

南保田ICから長狭街道を通り一気に「大山千

枚田」に向かいました。

「大山千枚田」は長狭平野にある大山のふも

とに広がる細長い

棚田です。

東京から一番近

い棚田の里として

知られ、3.2ha37

5枚を数える棚田

が並び、日本の原

風景といえ「日本

の棚田百選」に選

ばれています。

木陰がなく大変

でしたが展望台から棚田を眺めたり散策した

りして、広々とした田園風景を堪能しました。

昼食は「大崩

水仙の里」に移

動。

海苔巻きのお

弁当の差し入れ

があり、みんな

で 舌 鼓 。 私 が

「間隔」をとるた

め に 持 参 し た

「ござ」の上で横

になり一休みす

る方もあり、寛いだ時間となりました。

今回は特別に江畑さんに車を用意してもら

うと共に、初参加の方が加入を決意してくれ

ました。コロナの中で仲間と交流したいとい

う願いが広がっています。

昼食後、「かき氷が食べたい。」というリク

エストに応えて道の駅「保田小学校」に移動。

思い思いにかき氷を食し帰路につきました。

途中市原PAを過ぎた辺りで大変なスコール

に会いワイパーを

最高にして運転。

千葉に着くころに

は雨も上がり、無

事到着。

次回の例会は９

月１７日を予定し

ています。

（文責 日野正生）
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７月１１日（日）、新日本スポーツ連盟 関東ブロッ

クバレーボール協議会主催の「２０２１年 第36回

関東ブロック６人制バレーボール女子大会」が千

葉市磯辺スポーツセンターにて開催されました。

大会は、埼玉２チーム、神奈川３チーム、東京２

チームに千葉の３チームがA、Bコートに分かれて、

各コートでの優勝を目指しました。

千葉県からは、県大会優勝チームBELINDA、準

優勝チームGOZILA、県推薦のわっしょいの３チー

ムです。

コート優勝をするには、各県代表とリーグ戦２戦

を行い、各ブロックの１位が優勝決定戦で勝たなけ

ればなりません。１日３試合の過酷な日程での戦い

が始まりました。

抽選の結果、BELINDAはＡブロックに入り、神

奈川県1位のAngesと埼玉県推薦のLittle Lionとリー

グ戦を行いました。

Little Lion戦は、辛くも26-24，26-24の接戦なが

ら、2：0のストレート勝ちしましたが、第二戦のAn

gesには惜しくも0：2（24-26，16-25）のストレー

トで負けてしまい、１勝１敗のブロック２位でAコー

ト優勝決定戦には進めませんでした。

次は、A-Bブロックに入った わっしょい です。

第一試合の、埼玉県代表のあげおスターズ戦は、2：

0（25-21，25-12）のストレート勝ちでしたが、第

二戦では試合のペースを常に握っていたこれも埼玉

県代表のVIDAに0：2（19-25，13-25）で負けて

しまいました。

１勝１敗になりましたが、得失点差でBコート優勝

決定戦に進んだのは、あげおスターズでした。直接

対戦では勝っていたので残念でしたが 対戦相手に

エールを送

るわっしょ

いの姿には

スポーツの

素晴らしさ

を感じまし

た。

ここまで

千葉県代表

は未だ優勝決定戦に駒を進めていません。残ったGO

ZILAに期待が掛かります。

Bブロックでの対戦相手は、東京東陵クラブと光陽

です。

第一試合は、全国大会常連の東京東陵クラブでし

たが、3：1（23-25，27：-25，25-15）の大逆転

で接戦を制しました。第二試合も勢いは止まらず、

これも接戦で光陽を2：0（26-24，27-25）で下し、

全勝でBコート優勝決定戦に進むことが出来ました。

Aコート優勝決定戦は、神奈川県代表のAngesが、

2：0で優勝としました。

Bコートは、千葉県代表のGOZILAと埼玉県代表の

あげおスターズとなりました。

試合は、序盤一進一退の攻防でしたが、徐々にあ

げおスターズのペースとなり、1セット目を落として

しまいます。後がないGOZILAは、２セット目にス

タミナの残っている若手選手を主体に挑みますが、

試合巧者のあげおスターズの巧みな試合運びに少な

いチャンスを生かせず２：０（13-25，17-25）で

惜しくも準優勝となりました。

今回、千葉県代表のチームは優勝には一歩及びま

せんでしたが、各県を代表するチームがひたむきに

ボールを追う姿やチームメイトとの満面な笑顔を観

ていて、スポーツの素晴らしさ、楽しさを一日中味

わうことが出来てとても幸せな気分で大会観戦を終

えることが出来ました。

最後に、参加チーム、選手全員がコロナ対策をしっ

かり行い、試合中コート以外の全てでのマスク着用、

私語を慎み、その上、試合の準備から片付けまで率

先して行っていたことも皆様にお伝えして観戦記を

終えたいと思います。

千葉県協議会 吉川 明



2021年度テニス協議会の大会は昨年度分第３９回

春季テニス大会男子ダブルス・女子ダブルス（４月２

４・２５日開催）から始まりました。繰り越しての大

会開催は初めてです。

５月から第14回なのはな大会、350チーム対抗、3

70チーム対抗、第57回スポーツ祭典、第23回全国テ

ニス選手権県予選とコロナ禍の中、何とか大会を開催

出来ました。

会員数も７００名を超え毎回エントリー増加で嬉し

い限りですが１日で各種目を終了出来ず、来年から大

会方法等運営委員会で検討議題となっています。

今までの大会を振り返って今回は57回スポーツ祭

典混合ダブルスについてお知らせします。

この大会はエントリー数が多く7月4日と11日の2日

間開催になりました。

初めて決勝戦でＳＣＵ方式（主審が付く試合）を取

り入れました。

決勝戦はいつもと違い緊張していた様子でしたが白

熱した素晴らしい試合でした。

開始直後いきなりフットフォールトを取られてビッ

クリしたようです。そのせいか、他の選手がエンドラ

インから １０センチ程下がってサーブを打っていた

のが印象に残りました。

以下選手のコメントを掲載します。

優勝ペア 田辺・三浦ペア

田辺さん：SCU方式では初めての試合でした。

緊張しましたが、第三者の目があることでジャッジ

の安心感を持って出来ました。

今回の大会は終始集中して取り組むことができ、結

果も残せたのでとても思い出深い試合になりました。

関東ブロック予選その心構えで頑張ります！

三浦さん：SCU方式での試合は久しぶりで新鮮でし

た。また、５分間のアップもありコンディションの調

整と集中を高められました。今後も決勝戦等は５分間

のアップは必須かと思います。

準優勝ペア 椙山・根木ペア

椙山さん：今回の試合の決勝で初めてSCUを体験さ

せていただきました。コイントスから試合が始まり、

みんなフットフォルトを気にしながらサーブを打ち、

人に見られていることが４人全員にプレッシャーを与

えた中、楽しみながら試合をすることが出来ました。

試合には負けてしまったけど、終わったあとに今まで

味わったことのないおもしろかったなあという感情が

湧いてきました。こんな素晴らしい体験をさせていた

だけたことに感謝します。ありがとうございました。

根木さん：学生時代、全国大会ぶりの審判付きの試

合でした。何事も経験なので、一つ雰囲気の違う 決

勝を体験出来て良かったです。今後より多くの 試合

経験を積み、各市町村大会、県大会でさらに 躍進で

きるように頑張ります。

三位ペア 中島・酒井ペア

中島さん：大会運営へのご尽力には大変感謝してい

ます。最強のドロー運で3位決定戦まで残る事ができ

ました。一日楽しませて頂きありがとうございました。

酒井さんは皆さんのコメントには適わないので、、、と

のことでした。

四位ペア 天尾・筒井ペア

天尾さん：とても暑い日でしたが私にしては上出来

で、初めての全体４位。ペアさんにも感謝です。 私

のテニスのモットーは楽しむ！なので、貰えた チャ

ンスを楽しめるといいなと思います。

筒井さん：ドロー運が良かったので、なんとか４位

になれました！それでも嬉しいです！！

この大会は関東ブロック混合ダブルス４ペア推薦の

対象大会でした。皆さん頑張って！！楽しんで来て下

さい！！

尚、結果はホームページを見て下さい。

田辺・三浦ペア

椙山・根木ペア



2021年8月19日（木）、今期第4回目となる常任理事

会を開催しました。

この間の特筆すべき経過報告として、本紙でも取り上げ

た「反核平和マラソン」の実施状況報告が自身も参加した

園川理事長からあり、田久保副理事長からは当日運行した

伴走用の宣伝カーについて「あまり使われていないような

ので、若干汚れが気になった」との補足報告がありました。

そのほか、

・野球協議会のリーグ戦の進行状況

・テニス協議会のエントリーが多すぎて運営が大変な状況

・卓球協議会の団体戦全国大会予選（7／22）について

・サッカー協議会リーグ戦の進捗状況と新規加盟クラブの

報告

・スキー協関係の会議

・全国連盟と東京都連盟の事務所移転

などについて事務局及び関係常任理事から報告がありまし

た。

協議議題としては

☆50周年記念誌の原稿依頼

・千葉県千葉市からのメッセージはとどいているが、地

方協議会や全国種目別組織、千葉県の各協議会からの

メッセージが遅れている

☆県連盟財政について

・大会が開催できない状況や開催できても参加者が制限

されている状況もあり、想像以上に収入が落ち込んで

いる。

・常任理事の個人的カンパでは追いつかなくなっている

し、個人のカンパ（犠牲）で成り立つような運営は好

ましくない。厳しい状況ではあるが、各協議会に加盟

者を増やす活動を強化していただき、財政基盤の強化

を図りたい。

・夏季カンパの取り組みを

☆次期役員の確保

・来年度は役員改選の年度にあたる。早い時期から役員

になっていただける方の人材発掘につとめよう。

☆その他

野球協議会に新しく入ってくれたチームの方がＳＮＳで

野球協議会の大会についてシェアしたところ、そのＳＮ

Ｓを見たチームから参加の問い合わせがあった。

各協議会の役員や参加者にＳＮＳでシェアや拡散をお願

いしよう

やってはいけなかった五輪

オリンピックが終わり、パラリンピックが始まっ

ています。

新日本スポーツ連盟は今年５月にオリ・パラの

中止を求める声明を発表していました。

私が働いている全日本民主医療機関連合会(民医

連)も、今年２月に中止を求める声明を発表してい

ます。

でもなんだかモヤモヤしていました。延期から1

年を経てさまざまな困難を乗り越えて頑張ってい

るアスリートたちの姿を見ると、感染対策をしっ

かりすれば開催してもいいのではないかと。でも

今ははっきりと言えます。やはりオリ・パラは延

期または中止をしなければならなかったと。

オリンピックは４年に一度、パッとやって終わ

りではありません。４年の間にそれぞれの国や地

域で参加権を獲得するための大会が開催されます。

そこで選ばれたトップアスリートがオリンピッ

クで最高のパフォーマンスを発揮できるように、

準備に準備を重ねて試合に臨む。そうした姿を見

て私たちは感動し、元気や勇気をもらえるのでしょ

う。

世界的規模で新型コロナ感染が広まって１年半

を超えました。

アスリートたちは満足な練習や交流試合を行う

ことができず、大会も開催数が限られたため、出

場権を得られなかった選手もいます。

このような中でオリ・パラは強行されています。

外国から来た選手たちは、試合に向けてパフォー

マンスを十分に上げることができているのでしょ

うか。

オリンピックでは日本が過去最高のメダル数を

獲得したと喜んでいますが、上記のことを踏まえ

れば当然のことでしょう。

多くの競技が無観客での開催です。私は古代ロー

マのコロシアムで奴隷同士を戦わせ、「市民(当時

の特権階級)」が歓声をあげる場面が頭に浮かびま

す。

今回を見れば「下々の者は外に出るな、テレビ

で観ていればいい。私たち(ＩＯＣに代表される関

係者)は会場で楽しむよ」ということでしょう。

オリンピック・パラリンピック２０２０は負の

遺産として後世に伝えるべきと思うし、ＩＯＣ、

ＪＯＣはきちんと総括することを期待しています。

千葉県連盟副理事長 本田 満

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 テルク
②代 表 者 齊藤 豊
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＞
会社の野球好きの集まりが母体となり、1993年に

「「TELC」という名前でチームを立ち上げ、その他にも友人
や知人を集めた社会人を中心としたチームです。
高校や大学までの間に実際に野球をやった経験者が少
なく、結成当時はコールド負けも多く、解散の話もありまし
たが、「負けても野球をやりたい！」「趣味は野球です！」
という合言葉で解散の危機を乗り切り、チーム名も
「「TELC」から「テルク」に変更。
現在千葉県野球協議会の3部リーグで活動継続中の
チームです。
＜チームの特徴等＞

2年前にチームの
立て直しに成功し、
かつメンバー不足も
解消し、野球協2部
リーグ昇格を目指し
ています。

部員は20歳～46歳までと年齢層も幅広く、常時25人

は登録しています。
そんなことから、今まで不戦勝の経験もなく、試合前の
集合も早く、試合前後の審判要請も協力的で「前回やっ
ていないので次は自分がやります」とチーム全員が試合の
スムーズな運営に協力してくれています。

⑤クラブのアピール
2021年シーズンです
が、7月18日現在「6勝
2負」と2部昇格を目指
し残る試合も全員野球
で頑張りたいと思います。
この間、6月27日（古
市場公園野球場）の対戦相手である「花園サミッツ」さん
とは、3部優勝が懸かる闘いという事で、一戦必勝の思い
を込めてチーム全員気合を入れて臨みましたが、残念な
がら力及ばず負けてしまいました。これからも体が動く限り、
全員野球の精神で野球を続けていきたいと思います。

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）

新日本スポーツ連
盟事務局、特に運営
主体となる野球協の
皆様には野球ができ
る環境造りやグランド

確保の諸活動には感謝しております。今後もコロナ禍は
続くと予測されますが、新日本スポーツ連盟の方々と連携
を取り野球協をもっともっと盛り上げていければと思います。
だいぶ前のことになりますがこのクラブ紹介のコーナーで掲
載してもらいましたがチームの再生した現状を紹介したく
再登場となりました。今後共よろしくお願いします。

クラブ紹介

テ ル ク
野 球

お詫びと訂正

何時も「Sports Netちば」をご購読いただき感謝申

し上げます。

同号8月号２面掲載の千葉県野球協リーグ戦レポ―ト

記事中にありますチーム名を「テレク」と間違って記

載していました。正しくは「テルク」となります。関

係者の方々に多大なご迷惑をおかけしたことをお詫び

申し上げますとともに訂正させて頂きます。

（編集責任者 理事長 園川峰紀）



SPORTS CALENDAR

９月 ５日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

１１日（土） 野球協議会キャプテン会議

祭典・テニス大会・全国予選会

男女シングルス

１２日（日） 野球協議会リーグ戦（決勝トーナメント）

チーム対抗テニス大会・混合３ペア

サッカー協議会リーグ戦

１９日（日） 野球協議会トーナメント戦

サッカー協議会リーグ戦

２３日（木・休） 祭典・卓球大会・ダブルス戦

２５日（土） 会長杯テニス大会・男子ダブルス

２６日（日） 野球協議会トーナメント戦

チーム対抗テニス大会・男女別３ペア

１０月 ３日（日） 野球協議会トーナメント戦

シニアチーム対抗テニス大会・女子

１０月１０日（日） 野球協議会トーナメント戦

年齢別男子ダブルステニス大会

１０月１７日（日） 野球協議会トーナメント戦

サッカー協議会リーグ戦

１０月２４日（日） 野球協議会トーナメント戦

シニアチーム対抗テニス大会・男子

年齢別女子ダブルステニス大会

１０月２９日（金） ミックスダブルス卓球大会

１０月３１日（日） 野球協議会トーナメント戦

９月 10月

日本中を狂気と歓喜に包んだ2020東京オリン

ピック大会が閉幕しました。開会式直前の世

論調査では半数を超える国民が中止・延期を

表明していたにもかかわらず、IOC/JOC/大会

組織委員会/東京都/日本政府は無観客での強

行開催に及びました。

折から日本を襲っている新型コロナ感染症

「第5波」真っ最中に発令した緊急事態宣言下

にあるにもかかわらず、菅首相は何を聞かれ

ても「安全・安心な大会運営を図る」と壊れ

たテープレコーダーみたいに同じ言葉を繰り

返し、金メダルを取った選手に向けてはお祝

いのメッセージをツイートするばかりで国民

には不要不急の外出は行わないようにと呼び

掛ける等国民には逆のメッセージを伝えるば

かり。これでは感染爆発が起こるのも当たり

前と言わざるを得ません。

このような菅首相の対応を批判すべきメディ

アですが、大会直前になり、やっと「中止」

を言い始めましたが、一旦オリンピックの幕

が上がると、それまでの論調は鳴りを潜め、

特にテレビはどのチャンネルを見ても朝から

晩までオリンピック報道に時間を費やし、日

本選手がメダルを取ると狂喜乱舞！一体、日

本のジャーナリスト精神はどこに行ってしまっ

たのか？この原因は新聞を始めメディアがオ

リンピックのスポンサーになってしまったこ

とにあります。

五輪での日本選手の活躍を政権浮揚策に固

執する菅政権の姿はスポーツの政治利用の最

たるものと言えます。

そして、五輪の裏側がとかく「金」に汚い

ことが今回の大会で一層明らかになりました。

IOC予算の大半を占めるアメリカのメディア

（NBC）から提供される放映権料に縛られ、予

選・決勝の時間帯をアメリカのゴールデンタ

イムに合わせて設定する等商業主義が顕著に

なり、IOCの解体という議論も起こっていま

す。

開催期間中の新規感染者の爆発的増加、全

国に広がりつつある状況を見ると、8月末か

ら9月上旬にかけて開催されるパラリンピッ

クでも同じことが繰り返される恐

れが十分にあります。一旦立ち止

まり開催可否の再検討が必要では

ないでしょうか？

金メダルラッシュに何時まで酔っていていいのか？
～～2020東京大会は成功だったのか？お金まみれの五輪の裏側が見えた！～～


