
新年明けまして、おめでとうございます。皆様

方のご健勝と発展を祈ります。あわせて千葉県連

盟も何とかここまでやってこられたのも、皆様方

の多年にわたるご支援の賜物と心より感謝申し上

げます。今年もよろしくお願いたします。

去年、アメリカでは、初の黒人として、オバマ

大統領が「チェンジ」をかかげ当選、4月には

「核兵器のない世界」＝プラハ宣言を発し、全世

界から共感を得、平和への道に一歩を踏み出しま

した。また、日本では、「古い政

治の枠組みを打開する新しい政治

を」の要求が政権交代として現れ

るなど大きな探求の時代が始まり

ました。

このように、大きく変わりつつあ

る世界と日本の情勢にあやかるわ

けではありませんが、私たちの千

葉県連盟も、創立40周年を迎える

今年は大きく変革する節目の年にしたいものです。

基幹にすえることは＝健康で楽しく過ごしたい

＝という県民の切実な要求にスポーツを如何に応

えるか。だと思います。ただ、スポーツをやろう

としても気軽にできないのが現実ではないでしょ

うか。長引く不況、貧困、格差の広がりでスポー

ツどころでない状況も拡大しています。特に20代

のスポーツ愛好人口は派遣労働・残業・雇用の不

安定などで極端に減少しています。家計における

スポーツ関連支出ではスキーを楽しむことや、ス

ポーツ観戦・用器具購入も減っています。学校の

運動部活動への参加も減少しアルバイトで家計を

助ける状況などがでています。追い討ちをかけて

いるのがスポーツ施設の減少とか、公共スポーツ

施設整備費の補助金カットなど身近なスポーツ環

境整備が放棄されたに等しい状況が続いています。

健康で文化的な生活を営む権利にかかわる者とし

て、「スポーツを親しめる環境整備」は喫緊の課

題であり早急に解決が求められるものです。

変革を望む千葉県連盟としては、スポーツする

選手の皆さんが、大会に参加

をされることはもちろんのこ

と、現況の課題を、自らの課

題として捉え、より「身近な

スポーツ施設の整備」の充実

を多方面に働きかけるなど、

県民のスポーツ要求に貢献で

きるよう活動されることを切

望してやみません。（ちなみ

に、先年、選手からの寄金で

サッカーゴールを自治体に寄贈し、自分たちのス

ポーツエリアサービスとして確保するとともに、

地域のスポーツ振興にも寄与できるようにしたこ

となどは良い例かもしれません）

また、県連盟創立以来の役員体制に依拠していた

のでは変革どころか存亡の危機を呈する情況にも

なりかねません。各種大会の企画・運営に従前に

も増して参画をされ、積極的に行動されることを

祈念して、新年の挨拶をします。
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変 革 の 年 に
創立４０周年を迎えるにあたり

新日本スポーツ連盟千葉県連盟理事長 浅沼義明



１２月２６日（土）千葉県バドミントン協議会

（準）が冬季大会を開催しました。

この大会は例年年末に行なわれ、男女の団体戦

で行なわれています。今回は会場が千葉公園体育

館で８面と限られているため３６チーム限定の募

集でした。

年の瀬ではありましたが、締切１週間前には定

数を超え、断らざるを得ないチームが出るほどで

した。男子は１部の６チームを含め２５チーム、

女子は１部から３部まで１４チーム、合計２９チー

ムの参加でリーグ戦の後、決勝トーナメントをお

こないました。

今回の特徴は男子１部に千葉県を代表する選手

や現在大学の１部リーグで活躍している選手が参

加するなどハイレベルな大会となったことです。

また高校生の参加もあり、若々しい活気のある

大会となりました。

結果は以下の通りです

男子１部

優 勝 山本みみがき店渋谷支店

（星野・高階・平戸・石川・宮本）

準優勝 千葉商大ＯＢ 第３位 スリーセブン

男子２部

優 勝 祖師谷美容専門学校

（高石・穴水・奥谷・上田・下村・三堀）

準優勝 スポ愛 第３位 黎明５１４

男子３部

優 勝 わかば

（佐々木・根本・山形・滝浪・前崎・福田）

準優勝 RUSUKARU’S 第３位 黎明５１４

（大学１部リーグで活躍中の青山学院大のペア）

女子１部

優 勝 星組

（石川・二口・西川・加藤・大木）

準優勝 しゅが～ず 第３位 スリーセブン

女子２部

優 勝 飛鳥クラブ

（星野・日高・岡本・佐藤・須戸・後藤・対馬）

準優勝 ショーチック 第３位 そふぃ愛

女子３部

優 勝 わかば

（浅野・井上・秋葉・阪本・中村・黒川）

準優勝 RUSUKARU’S 第３位 千葉英和高校

優勝（男子１部）山本みみがき店渋谷支店
（女子１部）星 組

バドミントン協議会（準）が冬季バドミントン大会を開催

強い人達と試合が出来て良い経験になりま

した。様々な人のプレーを見てためになるこ

とがたくさんありました。この経験を生かし

て今後練習していきたいです。社会人のプレー

が見れて良かったです。（ 千葉英和高校）

プログラムを先に頂いていたので時間が読

めてありがたかったです。午前午後と分けて

もいいのでは。 （飛鳥クラブ）

試合数がたくさんこなせてよかったです。

ただ前半の進行がスムーズではなかったよう

な気がします。 （ショーチック）



久しぶりに卓球協議会加盟チームの紹介です。

第１７回全国卓球選手権大会に参加したチームで、

岩手・水沢総合体育館でお聞きしました。

１．クラブ名 ＴＲＦ

２．代表者 岡野淳一

３．連絡先 市川市八幡1-1-1

（市川市役所）

４．チームの概要（名前の由来・チームの特徴）

卓球が大好きな仲間が集まったクラブです。

日ごろは会社やクラブチームに所属しているた

め、練習はバラバラですが、年１回ある新日本ス

ポーツ連盟主催の全国大会に出場し、優勝を目指

して合同練習や合宿を行なったりしています。

またいろいろなオープン大会にも参加しています。

人数は１７人

（試合前に集まっていただきました。）

５．クラブのアッピール（抱負等）

当クラブは１０代から４０代まで幅広い仲間が

集まり切磋琢磨して、みんなで盛上げて全国制覇

を目指しています。毎年、夏に２泊３日で合宿し、

ハードな練習をやり、夜にはバーベキュー＆花火

で親睦を深めております。

当クラブが新日本スポーツ連盟主催の全国大会

に参加して５年になります。昨年は団体戦全国で

三位でしたので、今年（岩手大会 21.11.21～22）

は優勝を目指しておりましたが、惜しくも昨年と

同じ三位でした。

しかし、個人戦の一般でベスト４に３人入り、

決勝は同士討ちとなり、年代別でも２位という結

果には嬉しい限りです。

とにかく、卓球が大好きで頑張っている仲間の

集まりです。

（代表者の岡野淳一さん）

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）

今後もスポーツに関していろいろな行事の提供

をお願いします。

（ 角田・大谷組 一般男子団体戦）

クラブ紹介

ＴＲＦ
千葉県卓球協議会

全国大会 男子の結果（ベスト５位まで）

一般団体戦 第３位 ＴＲＦ(Ａ)

第５位 ﾌﾟﾘｽﾞﾝﾌﾞﾚｲｸ 同 ＴＲＦ(Ｂ)

年代別団体戦（５０代）第３位 ＦＣＣ

一般個人戦 優 勝 山田芳宏（ＴＲＦ)

準優勝 角田隆史（ＴＲＦ)

第３位 貞松孝治（ＴＲＦ)

第５位 高橋祐典（ＴＲＦ)

年代別Ａ 第３位 相川孝介（木更津ク）

年代別Ｂ 第２位 古庄正明（ＴＲＦ）

年代別Ｅ 第４位 井坂幸彦（ＦＣＣ）

年代別Ｇ 第２位 栗原 修（ＦＣＣ）



第４５回千葉県スポーツ祭典・空手大会は昨年

の１２月６日（日）千葉県総合スポーツセンター

武道館にて開催されました。

今回は例年参加している団体の中でもその流派

の大会が開催されていたり、インフルエンザ等の

影響でいつもより少なかったとは言え８団体、１

３５名が参加、熱戦が繰り広げられました。

特に今回から少年の団体戦が種目に加えられま

した。形の部、組手の部と進行していく中でやは

り最後の団体戦は大きな盛り上がりを見せ、最後

はとても引き締まった大会となりました。

団体戦の結果は参加選手層の厚い紘武会が他の

３団体を制し、初優勝を飾りました。

（初優勝 紘武会の選手の皆さん 後ろは長谷

川尚舟 紘武会代表）

団体戦の結果
優 勝 紘武会

（八角 月崎 秋本 青山 泉水）

準優勝 森谷塾

（堀内 山下 ）

第３位 錬極館

（森島 佐藤 瀬谷 山田（貴）山田（拓））

同 大道館

（ ）

※団体の選手名の未記入をお詫びします。

形の部
小学１年生

優 勝 月崎萌乃（紘武会）

準優勝 日笠枦介（紘武会）

第３位 堀内亮男（森谷塾）

同 竹本克輝（錬極館）

小学２年生

優 勝 藤沼孝輔（紘武会）

準優勝 片岡怜花（紘武会）

第３位 藤原さくら（錬極館）

同 鴻野快斗（森谷塾）

小学３年生

優 勝 後藤芽生（森谷塾）

準優勝 八角祥悟（紘武会）

第３位 野城紗希（紘武会）

同 市川夕樹（紘武会）

小学４年生

優 勝 佐藤駿祐（錬極館）

準優勝 月崎陸斗（紘武会）

第３位 山下大輔（森谷塾）

同 吉田 凛（錬極館）

小学５年生

優 勝 青山 匠（紘武会）

準優勝 戸張紗英（錬極館）

第３位 戸張 梓（錬極館）

同 野田魁成（紘武会）

初めての団体戦
紘武会が制す

千葉県スポーツ祭典・空手大会



小学６年生

優 勝 秋本剛輝（紘武会）

準優勝 市川 響（紘武会）

第３位 藤沼侑希（紘武会）

同 大岩由明（森谷塾）

中学生

優 勝 青山 凌（紘武会）

準優勝 見山遥香（紘武会）

第３位 野田大介（紘武会）

同 増田 裕（大道館）

一般女子

優 勝 鈴木寛子（森谷塾）

準優勝 溝下 葵（紘武会）

第３位 八角知佐子（紘武会）

同 松原尚子（紘武会）

一般男子有級

優 勝 堀内郁也（森谷塾）

準優勝 橋本春樹（森谷塾）

第３位 佐々木 篤（森谷塾）

同 山田一英（森谷塾）

一般男子有段

優 勝 佐藤範英（錬極館）

準優勝 泉水賢応（紘武会）

第３位 三橋基弘（錬極館）

同 村尾拓哉（紘武会）

組手の部
小学１年生

優 勝 月崎萌乃（紘武会）

準優勝 日笠枦介（紘武会）

第３位 八角亮太（紘武会）

同 竹本克輝（錬極館）

小学２年生

優 勝 堀内裕太（森谷塾）

準優勝 八角祐志（紘武会）

第３位 藤沼孝輔（紘武会）

同 小澤珠璃（紘武会）

小学３年生

優 勝 松本 隼（錬極館）

準優勝 布施直人（森谷塾）

第３位 佐々木 瞭（森谷塾）

同 八角祥悟（紘武会）

小学４年生

優 勝 佐藤駿祐（錬極館）

準優勝 月崎陸斗（紘武会）

第３位 三田泰継（錬極館）

同 三田千尋（錬極館）

小学５年生

優 勝 根本壮太（幸心館）

準優勝 青山 匠（紘武会）

第３位 野田魁成（紘武会）

同 瀬谷勇太（錬極館）

小学６年生

優 勝 秋本剛輝（紘武会）

準優勝 楠美純也（紘武会）

第３位 佐藤佳祐（紘武会）

同 市川 響（紘武会）

中学１年生

優 勝 青山 凌（紘武会）

準優勝 根本晃太（幸心館）

第３位 板倉弘郎（袖ヶ浦拳友会）

同 山田貴弘（錬極館）

中学２～３年生

優 勝 堀 裕太 （大道館）

準優勝 増田 裕 （大道館）

第３位 鈴木悠人 （大道館）

同 山田拓也 （錬極館）

一般女子

優 勝 見山遥香 （錬極館）

準優勝 八角知佐子（紘武会）

第３位 鈴木寛子 （森谷塾）

一般男子有級

優 勝 早川侑希 （大道館）

準優勝 佐々木 篤（森谷塾）

第３位 橋本春樹 （森谷塾）

同 堀内郁也 （森谷塾）

一般男子有段

優 勝 佐藤範英 （錬極館）

準優勝 大越政隆 （紘武会）

第３位 泉水賢応 （紘武会）

同 松田 翔 （大道館）



第４５回千葉県スポーツ祭典・ゴルフ大会が昨

年の１０月３０日（金）市原市の森永高滝カント

リー倶楽部で開催されました。千葉県ゴルフクラ

ブの主催するゴルフ大会としては３５回目となる

大会で２１名が参加しました。

（出発前 倶楽部ハウス前に集合！）

この日は秋晴れに恵まれ、風も無く絶好のゴル

フ日和でした。７時３７分ＯＵＴ、ＩＮの２コー

ス、６組に分かれそれぞれスタート、 午後２時

３０分クラブハウスに戻り懇親会をおこないまし

た。懇親会では鈴木会長の挨拶、高石事務局長の

乾杯、須藤世話人が成績発表を行い、和やかに懇

談を行ないました。

OUT IN CROSS HDCP NET

優 勝 富田幸男 45 46 91 19.2 71.8

準優勝 齋藤栄一 53 47 100 27.6 72.4

第３位 布施健二 39 40 79 6.0 73.0

第４位 高石邦男 第５位 相内勝正

第６位 西原紀夫 第７位 須藤和人

第８位 村越路行

（優勝 富田幸男さん）

１月 ９日（土）鈴木杯テニス大会

１月１０日（日）サッカー協議会リーグ戦

チーム対抗テニス大会

１月１１日（祝）鈴木杯テニス大会

１月２４日（日）サッカー協議会リーグ戦

１月３０日（土）鈴木杯テニス大会

１月３１日（日）市原卓球愛好者大会

全国理事会 １月１６日・１７日

創立４０周年実行委員会１月２５日（月）

２月 ７日（日）サッカー協議会リーグ戦

２月１１日（祝）加盟杯卓球大会

２月１４日（日）サッカー協議会リーグ戦

２月１９日～２１日 スキー祭典

志賀高原 発哺温泉スキー場

２月２１日（日）市原オープン卓球大会

全国評議委員会 ２月１３日・１４日

千葉県施設調整会議２月 ６日（土）

千葉市施設調整会議２月１４日（土）

同 ２月２０日（土）

１・２月行事予定

優 勝
富田幸男氏 NET 71.8

第３５回千葉県ゴルフ大会

今日は好天も良く、ゴルフ日和であんばい

に恵まれ良かったと思います。機会がありま

したらまた参加させていただきます。（富田）


