
３月２０日（土）新日本スポーツ連盟千葉県連

盟第３８回定期総会が、千葉県青少年女性会館に

て開催際されました。

総会には県連盟の理事、監事の役員とランニン

グ、卓球、テニス、バレーボール、野球、スキー、

サッカーの各協議会から代議員合わせて３６名が

参加しました。

昨年度の総会では「多様なスポーツ活動を展開

しつつ、新しい担い手を増やす取組みを」がテー

マとして論議されました。０９度の特徴は新たに

君津・木更津地域に『かずさ卓球協議会』が結成

されたことです。連盟組織は０８年度に比べ１５

クラブ１４４名が増加し、１０種目２０７クラブ、

１７５９名となったことが報告されました。

昨年度の総会は代議員からの活動報告が多かっ

たのですが今回の総会では「組織づくりのあり方」

や「新しい担い手の育成」に絞り討論を行ないま

した。この中でホームページを如何に活用するか、

についても話し合われました。また空手協議会か

らは全空連の判定方法との違い等審判方法のあり

方についても論議がなされました。

挨拶をする

浅沼理事長

サッカー協議会

からの代議員

今回は２年に１度の役員改選が行なわれ、以下

の役員が理事に選出されました。

理事長 浅沼義明（再）

副理事長 及川静一（再） 脇村元夫（新）

事務局長 金子泰夫（再）

常任理事 日野正生（新） 秋本信孝（再）

黒須直樹（再） 徳田 稔 （再）

理事 竹村 昭 （新） 三上昭二（新）

山口隆二（再） 冨田登喜子（再）

秋庭きみ（再） 近藤まり子（新）

園川峰紀（新） 津島秀樹（再）

有吉正祐（再） 小倉芳治（再）

逸見眞一（再）

監事 稲葉守俊（再） 松井 洋 （再）

３６名の出席者

全員で写真を撮

りました
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４０年の歴史を土台に
新たな連盟づくりの基礎を固めよう

第３８回千葉県連盟定期総会開催



賞品が鉢植えの花と言うことで好評のスリーダ

ブルスレディース卓球大会ですが、今年も千葉公

園体育館で３月４日（木）に開催されました。

受付開始から３日間でほぼ定数に達するこの大

会も今年で１５年目を迎えました。千葉公園体育

館は５００名を越える卓球愛好者で朝から夕方ま

でにぎわいました。

試合は５チームによるリーグ戦で行われました。

Ａランク
Ａブロック

１位 フリーダム ２位 松戸さざんか

Ｂブロック

１位 みどり ２位 西船レディース

Ｃブロック

１位 千城クラブＡ ２位 チーム美豚

Ｄブロック

１位 杏仁クラブ ２位 幕張シェルＡ

Ｂランク
Ａブロック

１位 青卓会② ２位 こざくら②

Ｂブロック

１位 シャッフル ２位 大津が丘

Ｃブロック

１位 かずさ① ２位 青卓会①

Ｄブロック

１位 フリーダムＣ ２位 船橋卓友会①

Ｅブロック

１位 作新ライオンズ２位 井ノ会

Ｆブロック

１位 フリーダムＢ ２位 あすなろ①

Ｃランク
Ａブロック

１位 薬円台卓球ク①２位 ＹＯＣ

Ｂブロック

１位 フリージア ２位 堀南クラブ

Ｃブロック

１位 パンジー ２位 卓根クラブ①

Ｄブロック

１位 うすいクラブ ２位 卓新会

Ｅブロック

１位 ミント ２位 幕張シェルＤ

Ｆブロック

１位 柏レディース ２位 船橋卓友会②

Ｇブロック

１位 フリーダムＤ ２位 コスモス①

Ｈブロック

１位 ドルフィン ２位チェリー卓球クラブ

Ｉブロック

１位 シューダ ２位 いそべ

Ｊブロック

１位 ダイヤモンド ２位 ユーカリクラブ

Ｄランク
Ａブロック

１位 ＣＴＣ ２位 薬円台卓球クラブ④

Ｂブロック

１位 中央クラブ ２位 こざくら

Ｃブロック

１位 レインボー千葉① ２位 八千代同好会

Ｄブロック

１位 園生卓球愛好会④ ２位あすなろ②

もらって嬉しい！！
アザレア（１位）羽衣ジャスミン（２位）

スリーダブルスレディース卓球大会

初めての優勝で夢のようです。お花をいた

だいてお部屋に飾って毎日勝った喜びをかみ

しめたいです。 園生卓球愛好会Ｂ

試合がスムーズに運んで良かったです。綺

麗なお花がもらえて嬉しい。来年も参加させ

ていただきたいと思います。柏レディース



千葉県卓球協議会に加盟している元気一杯の若々

しい男子クラブです。

昨年の第４５回千葉県スポーツ祭典・団体戦で

念願の千葉県代表チームに選ばれました。

全国卓球選手権大会が開催された岩手県の水沢

総合体育館でインタビュー、そして写真を撮らせ

ていただきました。

① クラブ（チーム）

② 代表者 石塚 雄吾

③ 連絡先

柏市増尾

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）

代表（本人）がアメリカのドラマ「プリズンブ

レイク」の大ファンだったので、ただそれだけの

理由でつけました。

《楽しく》をモットーに和気藹々とやっていま

す。練習日は特には決めていませんが、だいたい

水・金曜日で後は土日のどちらかと言った感じで

す。 現在登録しているのは７名です。

（石塚・鈴木・高木・磯部の皆さん 開会式で）

⑤ 一番大きな大会が終わってしまったので来年

に向けてまた、楽しみながら頑張って、全国でベ

スト４を目指したいです。

⑥ 全国大会にダブルスを取り入れてもらいたい

です。

《コメント》

昨年の全国大会には千葉県から一般団体戦で５

チームが参加。プリズンブレイクは１１ブロック

でＡＩ’Ｓ（東京）小野田青友会（山口）と対戦

リーグ戦を突破、更に９，１０ブロックから勝ち

上がったニャン卓会（東京）にも３－０で快勝し

ました。ベスト４を目指し、ＴＯＭ卓球倶楽部と

対戦しました。準優勝のＴＯＭ卓球倶楽部には惜

しくも３－０で敗退しましたが、ベスト８に入る

成績を残しました。

クラブ紹介

プリズンブレイク
千葉県卓球協議会

第４６回千葉県スポーツ祭典
卓球大会・団体戦

期 日 ２０１０年５月９日（日）

会 場 千葉・ポートアリーナ・メイン

主 催 新日本スポーツ連盟・千葉県連盟

主 管 同・千葉県卓球協議会

後 援 千葉県・千葉県教育委員会

千葉市・千葉市教育委員会

予選会の部

一般団体 ２複３単 年代別団体 １複２単

参加費 一般団体 4500円 加盟 3500円

年代団体 4000円 加盟 3000円

参加資格 千葉県在住・在勤の人で構成。

オープン大会の部

男女とも１複２単 Ａ・Ｂ・Ｃランク別

参加費 4000円 加盟3000円



恒例の春季バドミントン大会が３月２７日（土）

千葉公園体育館にて開催されました。

千葉県連盟のホームページだけでなく、インター

ネット『バドネット』での掲載や東京バドミント

ン協議会からの宣伝もあり、昨年末の冬季大会同

様募集チーム数を超える参加希望がありました。

当初３６チームの募集でしたが、希望多数のた

め４７チームまで増やし運営しました。

今回の特徴は東京からの参加チームが多く、千

葉の地元チームが参加できないほどでした。

また、前回同様レベルの高い社会人チームから高

校生チームまで幅の広い層の大会となったことで

す。試合は男女団体戦で３～４チームのリーグ戦

の後１・２位のトーナメント戦を行ないました。

東京から参加のチームからは「東京では１位し

かトーナメント戦に残れないがこの大会は２位ま

で試合が出来て嬉しい」と感想を語って下さいま

した。

（８面をフルに利用し進行しました。）

試合結果は以下の通りです。

男子１部

優 勝 商大ＯＢ（斉藤 山崎 藤崎 黒田）

準優勝 スリーセブン 第３位 まさひろ～ず①

男子２部

優 勝 たべる党（藤田 関口 田中 山根 谷口 須藤）

準優勝 ＫＮＤクラブ

第３位たべる党② 同 にゅ～くりあす

男子３部

優 勝 ポンヌフ（稲井 細川 内藤 重野 小林）

第３位 オーバー① 同 原山バドミントンクラブ

女子１部

優 勝 飛鳥（久高 宇京 坂巻 岡本 佐藤）

準優勝 スリーセブン 第３位 まさひろ～ず

女子２部

優 勝 たべる党（常守 犬飼 紀平 新村 奈良 一戸）

準優勝 双葉クラブ

第３位 市立船橋高校 同 羽音組

女子３部

優 勝 バドエンジェルス

（碓井 戸坂 田中 阿部 沢村 深井）

準優勝 ポンヌフ

第３位 たべる党 同 オーバー

市立船橋高校

の選手

飛鳥の選手

優 勝
千葉商大ＯＢ（男子１部） 飛鳥（女子１部）

春季バドミントン大会を開催 バドミントン協議会（準）

初参加でしたが楽しくできました。成績は

リーグを抜けたものの次の試合で負けてしま

いました。プログラムは見やすく、またリー

グ２位までトーナメント参加、２位は他のリー

グの１位と当てるなどよく考えてあると思い

ます。またよろしくお願いします。

（モス 塩谷さん）

初めて参加させていただきました。不安

な気持ちで電車に乗りましたが、大会を進

める本部の方々の温かさとチームの気持ち

が一つになれて優勝することができました。

また参加させてください。

（バドエンジェルス 阿部さん）



“日本国憲法は、いま、大きな試練にさらされて

います。（中略）…日本と世界の平和な未来のた

めに、日本国憲法を守るという一点で手をつなぎ、

「改憲」のくわだてを阻むため、一人ひとりがで

きる、あらゆる努力を、いますぐ始めることを訴

えます。”これは2004年6月、大江健三郎ら９氏

によってよびかけられた「九条の会」のアピール

文の一説です。

これに賛同したスポーツ関係者によって2004年

12月に全国段階の”スポーツ「９条の会」”がつ

くられました。続いて県内16氏の呼びかけで”ス

ポーツ９条の会・千葉”が2006年11月に結成され

ました。

スポーツ９条の会・千葉は今までに独自行事と

して、学習会として『スポーツと平和』（城丸章

夫千葉大学名誉教授）の講演（2007年4月)を行い

ました。城丸先生はスポーツ関係者の民主的共同

をリードされ、「体育・スポーツが少数のひとの

独占物であった時代は過ぎました。それは万人の

権利でなければなりません」（新体連」設立宣言）

の起草者で、世界に先駆け「スポーツをすること

が権利である」と述べた人です。先生は現在93歳

で、お元気です。

また、2008年10月には、「手賀沼ウォーキング」

を行い、地元の９条の会のメンバーに案内してい

ただき、講道館柔道の創始者である嘉納治五郎の

別荘跡地を訪ね、学校設立構想（頓挫し農場に変

更、現在は住宅地）の話を伺いました。嘉納と白

樺派との意外な関係、白樺派の一人である志賀直

哉から小林多喜二に宛てた手紙が展示されている

白樺文学館（現在は建物全体が市に寄付され、名

称が「我孫子市白樺文学館」に変更）を見学し、

小説「蟹工船」をもとに作られた「マンガ 蟹工

船」を出版したのがこの文学館であることも知り

ました。スポーツ９条の会・千葉の発会式、講演

会、「手賀沼ウォーキング」についてはスポーツ

９条の会・千葉のホームページ（http://sports.

geocities.jp/akmt18herbst/）をご覧下さい。

スポーツ９条の会・千葉は独自の活動がなかな

か出来ないのですが、全国段階（実質首都圏中心）

のスポーツ「９条の会」の活動とリンクし、そこ

での催しの紹介・案内を主にメールで会員に知ら

せています。今まで行ってきたスポーツ「９条の

会」の活動は、体育・スポーツに関する講演や学

習会、戦争や平和についての見学会・講演会（靖

国神社・遊就館見学http://www.eizoudocument.c

om/0103sports.html 参照）、実技交流会、９条

署名などです。最近の「横須賀軍港めぐり」では

チャーター船で港内をめぐり、自衛隊とアメリカ

軍が一体であることを肌で感じました。

てない取り組みも行っています。それは昨年10月、

ＩＯＣ総会で2016年オリンピック大会の候補地決

戦で東京が落選し、リオデジャネイロが南米初の

開催地に決定しましたが、総会に引き続き行われ

たオリンピック・コングレスで採択された文書の

翻訳を行ったことです。『社会におけるオリンピッ

ク・ムーブメント』と題された文書には、「スポー

ツを行うことは人権の一つであり、オリンピック・

ムーブメントの中心にはアスリート（選手）がい

なくてはならない、環境とスポーツの共存、スポー

ツ環境の悪化による肥満の増加、デジタルの普及

による新しい環境への対応」などについて提言が

なされています。この文書は本来ならば、ＪＯＣ

（日本オリンピック委員会）が、すぐにでも翻訳

すべきものですが、なぜかなかなか翻訳しないの

で（為政者にとって都合が悪いか?）、スポーツ

「９条の会」で翻訳しました。

スポーツ９条の会・千葉にぜひ入って下さい。

会に入るにはアピールに賛同し、申し合わせを認

めて、賛同金（一口千円）をお支払い頂くだけで

す。以後の会費はありません。カンパは大いに歓

迎します。

詳細はスポーツ９条の会・千葉のホームページ

（http://sports.geocities.jp/akmt18herbst/）

をご覧下さい。連絡先は以下のとおりです

スポーツ９条の会・千葉

〒263-0024 千葉市稲毛区穴川3-1-17

新日本スポーツ連盟千葉県連盟 気付

TEL：043-287-7353

e-mail sports9chiba@gmail.com

”スポーツ９条の会・千葉”の活動
秋本信孝（スポーツ９条の会・千葉事務局長）



○勝点３ ●勝点１ □勝点１（引分）△勝点３（不戦勝）▲勝点-１（不戦敗）☆勝点-１（審判遅刻）

４月 ４日（日）春季卓球大会

春季テニス大会

４月１１日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

４月１８日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

４月２５日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

春のバレーボールフェスティバル

４月２９日（日）春のバレーボールフェスティバル

野球協議会リーグ戦

５月 ２日（日）春季サッカー大会

５月 ３日（祝）野球協議会リーグ戦

４日（祝）野球協議会リーグ戦

５日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ９日（日）祭典・卓球大会（団体戦）

野球協議会リーグ戦

５月１６日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

５月２３日（日）青葉の森リレーマラソン

野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

春のバレーボールフェスティバル

５月３０日（日）野球協議会リーグ戦

春季テニス大会（女Ｗ）

４・５月行事予定

第４４回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過


