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準 優 勝

ＦＣバルサン

千葉県スポーツ祭典・サッカー大会が閉幕
第４７回千葉 県スポーツ祭典 サッカ ー大会 が閉
幕しました。ス ポーツ祭典大会 浅沼義 明会長 のコ

あったが今回も準決勝はPK戦でした。各チームの
戦力が拮抗している証左だと思います。決勝の

メントを紹介し ます。
８月２１日から１０月２３日まで、１１日間に
亘って行なわれた第４７回千葉県スポーツ祭典サッ

「FCバルサン」対「FCリベルタ」戦では終了５分
前にリベルタの主将DFの「堀内」が１ゴールを決

カー大会は、天候にも恵まれ予定通り開催するこ
とができました。
今年は１１チームの協議会加盟チームと未加盟
５チームの１６チームによる予選リーグ２４試合
と決勝トーナメント戦７試合で戦われました。
春季大会で優勝した「カメラート」が手違い（会
議不参加）により参加できなかったは残念でした。
一方、在日コリアンによる千葉県選抜のチーム
が出場したことは大変良かったと思われます。ま

（優勝

リベルタの皆さん

ご家族揃って）

た県スポ連の金子事務局長・有吉サッカー協議会
運営委員長のご足労により市原市の後援を取得で

めた。ロスタイムに入りバルサンのゴールと思い
きやオフサイド。ここでホイッスル、１対０で

きたことは会場費の半額負担で試合ができたとい

「リベルタ」に凱歌があがった。春季大会もそう

うこともあり特記に値すべきことでした。加えて

であったがこの祭典大会も決勝がダブルゲームで

参加費をオープン参加３万、加盟１万５千円にし
たことにより、良好なピッチでのゲームができ、

あり連続試合のチームが不利な状況は否めない。
この件は足ツリ選手も多く見られ、今後おおいに

廉価で使用できるスポセンや無料の市原文化の森

検討すべきことである。とはいえ「リベルタ」は

を協議会チームに貸し出しすることができました。 メンバー全員とサポーターも含め総勢３０人近く
さて、大会を振り返ってみると予選リーグでは
が参集して意気挙
得失点差でＣブロック２位になった「UCAN」は予

げて決勝に臨んだ

選リーグブロック１・２位のチームによるトーナ

こと素晴らしい。

メント・ベスト８戦では巧緻なゴールキーパーが
一発レッドカードで退場、敗退したことが想起さ

神奈川県で行われ
る東日本大会では

れます。

千葉県代表として
多いに成果を発揮

結局予選リーグ各１位のチームがベスト４にな
りました。春季大会では、準決勝・決勝がPK戦で

（準優勝

FCバルサンの皆さん）して貰いたい。

８種目に新記録
千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会に５００名が参加
１０月３０日（日）千葉県総合スポーツセンター

一般男子１５０ ０ｍ
１位 秋葉 直人ｼﾞｬﾊﾟﾝｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ（千葉）4.14.34

陸上競技場で開催されました。
今回は同じ日に東京ではスポーツ連盟が主催す

一般男子５００ ０ｍ
１位 鈴木 裕行 館山陸協 （千葉）15.16.21

る｢河原駅伝｣、千葉では我孫子市等が主催する
｢手賀沼マラソン｣そして｢大阪マラソン｣があり、

一般男子１００ ００ｍ
１位 座間 保成 JR東日本千葉(千葉）33.47.52

常連ランナーの出場は多くはありませんでしたが、
千葉市や市原市の中学生が多数参加。昨年より１

一般男子走高跳
１位 柴本 鋼平

第４７回千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会は

東京情報大（千葉）1ｍ92

００名多い、５０１名の参加がありました。
参加者の中には、昨年の全国大会に参加した福
島県立白河高校陸上部から顧問の先生も含め３０
名のも申込があり、フィールド種目だけだなく、
短距離・長距離種目にも多数出場、最後の４×４
００ｍでは２チームがエントリーし、大会を盛上
げて下さいました。
心配された天候は、午後の２時過ぎになり、僅
かに小雨がちらついたものの午前は好天に恵まれ、
８種目で新記録が更新されました。
（一般男子走高跳

柴本選手の試技）

一般男子走幅跳
１位 椎名 太 Ｔ・Ｔ（－）6ｍ40

（一般男子1500ｍ

+3.6

先頭はAC KITA 宮島選手）

大会結果の一部を紹介します。
（
）は陸連登録地 +・-は風力
一般男子１０ ０ｍ
１位 高田 雅人 ﾚｼﾞｪﾝｽﾞ(神奈川）10.88+0.6
一般男子２０ ０ｍ
１位 小滝 翔太 早大同（埼玉）
一般男子４０ ０ｍ
１位

千葉

陽介

千葉大（宮城）

一般男子８０ ０ｍ
１位 神長 雄世 流山市（関東学連）

22.17+1.7
49.82
2.00.40

（一般男子走幅跳
一般男子三段跳
１位

林

純平

椎名選手の試技）
埼玉大ＡＣ（埼玉）13ｍ66+0.0

一般男子やり投
１位 小笠原拓人 帝京平成大（長野）48m45
一般男子４×１ ００ｍＲ
白河高校

（円谷 小出 大山 荒井）44.74

一般男子４×４ ００ｍＲ
白河高校 （角田 佐藤 津藤 村越）3.45.82

壮年男子１０ ０ｍ
１位 佐藤 健児 ＡＣ市川（千葉）11.83+1.2

常任理事会報告
第８回及び第９回

第８回常任理事会は１０月１７日（月）第９回
常任理事会は１１月７日（月）に開催されました。
内容は第４７回千葉県スポーツ祭典の進行状況
の報告と残された課題について論議を進めました。
既に終了した卓球・バレーボール・テニスでは
全国大会への出場チーム及び選手の登録が順調に
進んでいることが確認されました。
この中で全国大会出場権を得た選手の中で数名
ながら棄権者が出た事、参加者の減少が見られた

（壮年男子１００ｍ予選２組のスタート）
壮年男子１５ ００ｍ
１位 村岡 義浩 朝陽（千葉）4.51.88

種目があった事などその原因について討論しまし

壮年男子５０ ００ｍ
１位 所 繁雄 tokodas（－）16.34.14

どのように構築していくのか、赤字解消にむけた
対策も課題になりました。

中学男子１０ ０ｍ
１位 三浦 浩平 稲毛中（千葉）12.40
中学男子４０ ０ｍ
１位

濱口

海都

た。陸上競技では企画・運営にあたる役員体制を

引き続き続行している野球・サッカー・テニス
+1.0

打瀬中（千葉）1.00.58

（一般大会）空手等について残された課題につい
ても検討を加えました。
２０１２年度の運動について議論する時期に入っ

中学男子１５ ００ｍ
１位 齋藤 洸希 ちはら台南中（千葉）4.27.74
中学男子走幅 跳

ています。第２回理事会に向けた準備についても

１位

した。 ホームページの活用については千葉のニュー

工藤

康貴轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ（－） 6ｍ32+2.7

中学男子砲丸 投
１位 小山 幸樹
高校男子砲丸 投
１位 五十嵐仁志

稲毛中 （千葉）10ｍ14

論議をしました。常任理事も含め、連盟役員体制
をどのように強化するかについて論議を進めまし
ス（Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ）を楽しみにしている
方がいらっしゃるとの嬉しい報告も出されました。
更に、テニス協議会では独自にパソコンを購入

市川工業高（千葉）9ｍ94

小学男子１０ ０ｍ
１位 伊藤 晏輝 習志野ＢＳ（－）13.45+1.6
小学男子１０ ００ｍ
１位 石倉 礼央 轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ（－）3.11.61
※女子 の記録は次号に 掲載予定です 。

し、事務処理の能率を上げることも報告されまし
た。
常任理事会は原則として月２回開かれ、連盟活
動全般について話し合われています。

第２回理事会
月

日

１１月２８日（月）１９：００

会

場

千葉市稲毛区
穴川コミュニティセンター

今回の大会も千葉陸上競技協会に登録して
いる審判員に多数参加していただきました。
特に審判長の吉原 廣氏は千葉陸協の中でも重

内

容

第４７回千葉県スポーツ祭典総括
連盟財政の確立

鎮でフィールドでは第一人者です。

第４０回定期総会準備

千葉国体でも審判長を勤められました。公認
大会としての原則を保ちながらもスポーツ祭

当面の活動

典として柔軟な配慮（救済等）の判断をして
いただきました。（陸上担当

金子）

等

定期総会のお知らせ
２０１２年 ３月１７日（土）13:30～
千葉県青少 年女性会館 会 議室

クラブ紹介

千葉大学卓球部

まだまだ未熟な選手ばかりの私たちですが、関東
学生リーグで勝ちあがるために切磋琢磨しつつ日々
精進しています。

千葉県卓球協議会

手前が
小倉・

近年、陸上競技・バドミントン等のスポーツ連盟

山崎組

の大会に千葉大学体育会に所属している運動部が
参加しています。今回は卓球部の紹介です。
春季大会（今年は震災の関係で中止）や全国大
会予選会にも参加、今回は１０月９日（土）に開
催した千葉公園体育館での大会にお邪魔しました。
①クラブ（チー ム）名
[千葉大学卓球部]
②代表者 [鈴木 亮祐（本学２年）]
千葉市稲毛区弥生町１－３
③連絡先
千葉大学卓球部
メール[x0t1544@students.chiba-u.jp]
ＨＰ

向かい側
が同組です。
混合ダブルス
の決勝戦

[http://cttc.web.fc2.com/]
⑤クラブのアッピール（本年度の抱負等）
自分たちの学生としての学業の傍ら、卓球で強
くなるために活動するなか、学業もおろそかにし
ないように勉学と部活の両立をしつつ、どちらに
おいてもベストを尽くし、将来の糧となるよう努
力しています。
また、部活動を通し体力、精神力を磨き、さま
ざまな人々と関係を持つことで社会性をつけ、そ
して一生付き合っていけるような仲間との関係を

（試合後 今回参加者でハイ！ポーズ）
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）
私たち千葉大学卓球部は千葉大学西千葉キャン
パスを中心として活動をしています。男女総勢約
３０名ほどが所属しており、大学院生やＯＢやＯ
Ｇの方も混じりながら日々活動しています。
練習は週３～４日あり、千葉大学西千葉キャン
パスの卓球場にて活動しています。
卓球経験の長い人や大学から卓球を始めた人も

築いています。
もちろん試合で勝つことに対しても貪欲になり、
そのために試行錯誤し、切磋琢磨しあい、粉骨砕
身の思いで練習に打ち込んでいます。
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）
他大学だけでなくさまざまなクラブチームのか
たとも交流したいと考えています。大会以外でも
ぜひ交流戦などができればと思います。
宜しくお願いします。

いて、それぞれが強くなるべく練習に励んでいま
す。長期休業中には、合宿や遠征を行い、日々の
練習ではできない経験をしています。

この日は男子ダブルス、女子ダブルス、そし
て混合ダブルスの試合が行なわれました。と

また、学外の人達との試合経験をつむために、

ても明るく楽しい雰囲気で好感がもてました。

学生のみの出る大会以外にも千葉県で行われるさ

既に何組かカップルも居そうな雰囲気でした。
次回大会も期待しています（編集担当 金子）

まざまなオープン大会に参加しています。

スポーツ基本法と
私たちの活動

成立させたいという思惑が、法案提出者である

（上）

常任理事 秋本 信孝

スポーツ議員連盟にあったことは確かである。
いきさつは兎も角、最近では異例の全会一致の
法案として基本法が成立した。
基本法が成立したことにより誰もがスポーツ

今年６月、スポーツ基本法（以後基本法）が
成立・公布された。基本法は、それまであった

を楽しめるようになり、競技力も向上すると考
える人がいる一方、法律が変わっても私たちの

スポーツ振興法（以後振興法）の全部を改正し

生活とは何も関係ないと考える人もいる。両方

たものである。
振興法は１９６１年、３年後に東京オリンピッ

とも物事の一面のみしか見ていないといえる。
スポーツが導入された当時、日本でスポーツを

クを控 えた 日

やれたのは学生や資本家の子弟、商

本に、 初め て

社員などいわゆる上流階級の人たち

のスポ ーツ に
関する 法律 と

であり、これらの人たちが我が国の
スポーツの近代化を担った側面と同

して制 定さ れ

時に、スポーツの世界に区別と差別

た。今 から ５

を持ち込んだ。例えば「アマチュア

０年前 のこ と
である。

規定」を曲解して、脚力を使う職業
の人を競技会から閉め出す等が生じ

それ より ５

た。大日本体育協会が設立された同

０年前 の１ ９
１１年、現在 （野球協リーグ戦

決勝戦から）

じ１９１１年には「工場法」が公布
されたが、１２時間労働と月２回の休日という

大日本体育協会

規定では勤労者がスポーツに親しむゆとりはな

が、オリンピックへの選手派遣のための団体と

かった。また、義務教育段階ではスポーツは教

して設立された。設立当時の会長は講道館柔道
の創始者嘉納治五郎である。翌１９１２年、第

えられなかった。そこで行われたのは各種体操
と秩序訓練であった。 振興法は直接的には東

５回オリンピック・ストックホルム大会に初参

京オリンピック開催に向けて公布された法律と

の日本体育協会の前身である

加し、スポーツの国際交流が本格化していった。 いえる。対象とするスポーツの範疇にはプロス
基本法は振興法と異なり、スポーツを愛好す
る人もあまり関心のない人も、スポーツが嫌い

ポーツや営利目的のスポーツは含まれていない。
「運動競技及び身体活動であって、心身の健全

な人も含め国民すべてを対象にしたものである。 な発達を図るためにされるものをいう」と、定
新日本スポーツ連盟（以後スポーツ連盟）は
基本法が国会に提出されていた５月９日、「ス

義している。時代的限界もあり、体育的側面を
重視した定義といえる。

ポーツ基本法案へのスポーツ連盟の意見書」を
発表した。「スポーツ基本法の制定については、
拙速を避け、国会内外で引き続き国民的な討論
を進めることを強く求めます。…国民的な討論
を起こし、スポーツをすべての国民の基本的権
利として保障し、スポーツの豊かな発展を確か
なものとするスポーツ基本法をつくるため」シ
ンポジウムを開催することを表明した。シンポ
ジウムは今月１１月２０日に行われる。
日本にスポーツが導入されたのは今から１５
０年ほど前の幕末から明治にかけての時期であ
るが、組織化・法制化されたのは前述のように
１００年、５０年の節目に当たる年に基本法を

（千葉県スキー祭典より

志賀高原にて）

続きは次号（１２月号）に掲載を予定しています。

１１・１２月行事予定
１１月

３日（祝）祭典・野球大会

トーナメント戦

１１月 ６日（日）祭典・野球大会
１１月１３日（日）祭典・野球大会

トーナメント戦

１２月

テニス会員大会
サッカー協・年間リーグ

トーナメント戦

祭典・テニス大会・一般大会

４日（日）祭典・空手大会

１２月１７日（土）混合ダブルス卓球大会

１１月１９日（土）なのはなテニス大会

（船橋卓球協議会）

１１月２０日（日）祭典・野球大会トーナメント戦
１１月２３日（祝）祭典・野球大会トーナメント戦

１２月１８日（日）検見川クロスカントリー大会
サッカー協・年間リーグ

１１月２７日（日）祭典・野球大会・決勝戦

１２月２３日（祝）冬季バドミントン大会

サッカー・全国ファイナル大会

全国大会

11月12日・13日テニス大会（滋賀）
野球大会（愛知）

全国大会 11月19日・20日バレーボール大会（大阪）

１２月２５日（日）サッカー協・年間リーグ
全国大会

12月 3日・ 4日バドミントン大会（愛知）
12月24日・25日卓球大会・一般（岐阜）

全国理事会12月17日・18日

東京

11月26日・27日卓球大会・年代別（岡山）

第３５回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過

