
１０月２２日に、男子ダブルス、女子ダブルス

の一般大会が、天台のスポーツセンターテニスコー

ト１６面を使い開かれました。

天気予報では一日中雨の予報、事務局では、雨

の場合の振替をどうするか検討していましたが、

予報にかかわらず、朝から雨が上がり、最高のテ

ニス日和に成りました。（やはり、現地でなけれ

ば、天気はわかりません）

大会は、男子２７ペア、女子４５ペアで、朝の

９時から始まり、日没寸前の夕方５時に決勝が終

わり、数々の熱戦が展開されました。

男子

ダブルス

女子

ダブルス

結果は以下の通りです。

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス

優 勝 新井秀和・大澤 剛組（フリー・フリー）

準優勝 平野賢介・鶴川正剛組（ラ・フェット・フリー）

第３位 上原孝紀・上田洋二組（フリー・フリー）

第４位 内田 毅・馬渡文尚組（フリー・フリー）

女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス

優 勝 鈴木沙央里・大木奈緒美組（フリー・フリー）

準優勝 影山典子・紅谷悦子組（DREAMS・DREAMS）

第３位 澤田尚美・仁部明美組（ラ・フェット・フリー）

第４位 佐々木明子・谷本美香組（フリー・フリー）

大会終了後、運営委員会が行われ、１１月から来

年の１月までの大会予定及び要項内容が確認され

ました。又、近い将来、千葉県で全国大会を開く

ために、今から準備していこうと確認しました。

（ テニス協議会 渡辺伸明運営委員長）

その他一般大会の結果です
１０月１日（土）男子シングルス

会場 千葉県総合スポーツセンター

優 勝 金 泰泳（フリー）

準優勝 石井翔太（フリー）

第３位 岡 俊之（フレームショット）

第４位 木津 進（フリー）

１０月２３日（日）混合ダブルス
会場 千葉県総合スポーツセンター

優 勝 岩上なつき・藤澤宏行組（ラ・フェット・フリー）

準優勝 畠中蘭子・福士敦夫組（フレームショット・同）

第３位 花垣磨由佳・花垣俊史組（ピンクパンサー・フリー）

第４位 田仲恵美・葉山信幸組（フレームショット・フリー）
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○○こころと、秋の空、
スポーツ祭典・一般テニス大会開かれる



例年開催されてる卓球のダブルス大会が１０月

８日（祝）千葉県スポーツ祭典の一環として千葉

公園体育館にて開催されました。この大会は全国

大会予選会と関係なく親睦や交流、そしてお互い

の技術の向上を目指して行なわれているものす。

大会は二人合わせての年齢別で行なわれ、１部

は９９歳まで、その後はおよそ１０歳毎、５ペア

のリーグ戦になるように編成して組合せました。

昨年は男・女ダブルスのみでしたが、時間的に

余裕があったことから今年は混合ダブルスも行な

いました。大会には男子ダブルスに３２ペア、女

子ダブルスに４６ペア、混合ダブルスに７４ペア

で延べ３０４名の参加があり、和やかな中にも緊

張した雰囲気の中、熱戦が繰り広げられました。

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス１１１１部部部部（（（（９９９９９９９９歳歳歳歳ままままでででで））））

優 勝 菊地・金組（ポピンズ）

準優勝 古市・鳥海組（千葉大学）

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス２２２２部部部部（（（（１１１１００００００００～～～～１１１１１１１１００００歳歳歳歳））））

優 勝 菅野・木梨組（スペースフレンドクラブ）

準優勝 佐久間・松本組（前田会）

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス３３３３部部部部（（（（１１１１１１１１１１１１～～～～１１１１２２２２３３３３歳歳歳歳））））

優 勝 渡辺・益子組（船橋卓友会）

準優勝 林・堀田組（ＡＯＫクラブ）

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス４４４４部部部部（（（（１１１１２２２２４４４４～～～～１１１１２２２２９９９９歳歳歳歳））））

優 勝 竹村・田中組（船橋卓友会）

準優勝 野田・田中組（卓愛会）

男男男男子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス５５５５部部部部（（（（１１１１３３３３００００歳歳歳歳以以以以上上上上））））

優 勝 矢野・清水組（フレンドリー）

準優勝 成川・山崎組（あすなろ）

女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス１１１１部部部部（（（（９９９９９９９９歳歳歳歳ままままでででで））））

優 勝 竹内・石丸組（ポピンズ）

準優勝 岩野・田丸組（かずさ）

女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス２２２２部部部部（（（（１１１１００００００００～～～～１１１１１１１１００００歳歳歳歳））））

優 勝 行川・佐藤組（前田会）

準優勝 神田・座間組（あすなろ）

女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス３３３３部部部部（（（（１１１１１１１１１１１１～～～～１１１１１１１１９９９９歳歳歳歳））））

優 勝 目原・祓川組（幸）

準優勝 犬伏・吉田組（千城クラブ）

女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス４４４４部部部部（（（（１１１１２２２２００００～～～～１１１１２２２２９９９９歳歳歳歳））））

優 勝 金子・五十嵐組（千城クラブ）

準優勝 軽込・金子組（船橋卓友会）

女女女女子子子子ダダダダブブブブルルルルスススス５５５５部部部部（（（（１１１１３３３３００００歳歳歳歳以以以以上上上上））））

優 勝 岩瀬・湯本組（千城クラブ）

準優勝 船津・近郷組（シンク・市川フレンズ）

混混混混合合合合ダダダダブブブブルルルルスススス１１１１部部部部（（（（９９９９９９９９歳歳歳歳ままままでででで））））

優 勝 菊地・若井組（ポピンズ）

準優勝 樋口・石丸組（ピンポンズ）

混混混混合合合合ダダダダブブブブルルルルスススス２２２２部部部部（（（（１１１１００００００００～～～～１１１１００００９９９９歳歳歳歳））））

優 勝 飯田・船津組（シンク・市川フレンズ）

準優勝 大迫・原組 （千城クラブ）

混混混混合合合合ダダダダブブブブルルルルスススス３３３３部部部部（（（（１１１１１１１１００００～～～～１１１１１１１１９９９９歳歳歳歳））））

優 勝 木梨・鷺坂組（スペースフレンドクラブ）

準優勝 横山・本城組（船橋卓友会）

混混混混合合合合ダダダダブブブブルルルルスススス４４４４部部部部（（（（１１１１２２２２００００～～～～１１１１２２２２６６６６歳歳歳歳））））

優 勝 金子・五十嵐組（千城クラブ）

準優勝 益子・服部組（船橋卓友会）

混混混混合合合合ダダダダブブブブルルルルスススス５５５５部部部部（（（（１１１１２２２２７７７７歳歳歳歳以以以以上上上上））））

優 勝 矢野・園田組（フレンドリー）

準優勝 竹村・軽込組（船橋卓友会）

今年も盛況
県スポーツ祭典 卓球ダブルス大会

初めてこの大会に出場しましたが、県内で

よく顔を合わせる方々との親交を深められた

と思います。来年も宜しくお願いします

（千葉大学 小倉さん）

ブロック内のペアをもう一つ位増やして下さ

い。（船橋卓友会 横山さん）

楽しい一日を過ごさせていただきました。

また来年も出させてもらいたいです！

（ピンポンズ 竹内さん）



今月はバドミントンの紹介です。

７月、習志野市袖ヶ浦体育館で集合写真を撮ら

せていただきました。（お聞きした時期からかな

り遅くなりました。）とても暑い日で今となって

は懐かしい感じがします。

協議会主催の男女団体戦に埼玉県から参加、と

てもユニークな名前なので思わずインタビューさ

せて頂きました。

① クラブ（チーム）名 風林火山

② 代表者 近江晴夫

③ 連絡先

埼玉県越谷市川柳町

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）

（男子・女子団体戦の参加者一同）

平成２３年５月に出来たばかりの若い歴史のチー

ムです。おもに週末が練習日です。

勝利はもちろんですが、一番は皆でワイワイ楽

しくバドミントンをやるのが目標です。

７０歳まで風のように速く、林のごとく高く、火

のような心で、山のごとくネットプレーを極める。

（笑）

⑤ クラブのアッピール（今年度の目標等）

毎回、ケガのないよう楽しく参加すること。

目指せ！！優勝！！。目指せ！！楽しいバド

ミントン

⑥ その他（スポーツに関する情報等）

今後も沢山の大会企画をよろしくお願いします。

（夏季バドミントン大会 習志野市）

クラブ紹介

風林火山
バドミントン協議会（準）

春季バドミントン大会
主 催 新日本スポーツ連盟千葉県連盟、

協 賛 ピークスポーツ

期 日 ２０１２年３月３１日（土）

会 場 千葉県総合スポーツセンター体育館

JR稲毛駅より京成バス草野車庫行き

スポーツセンター前下車

種 目 混合団体戦 （４～８名）

１、２、３部ランク別

予選リーグの後、決勝トーナメント

（チーム数により変更あり）

①女子ダブルス ②混合ダブルス

③男子ダブルス

※最低２試合保障

男子ダブルスに女子が入っても可、た

だし①と③が同じにならないように

定 数 ５０チーム（予定） 先着順

参加資格 特になし。

中学生は保護者の同意を必要とします。

参加費 １チーム ８０００円

中・高校生７０００円

表 彰 第３位まで（予定）

申込方法 受付開始 ２月１３日（月）

締め切り ３月１０日（土）（期日前に締

切ることがあります。

申込先 新日本スポーツ連盟千葉県連盟



１１月号に続き１０月３０日に開催された陸上

競技大会の女子の記録を掲載します。

今年の大会では８種目に新記録が生まれました。

一一一一般般般般女女女女子子子子 １１１１００００００００ｍｍｍｍ

１位 鈴木麻衣 千葉商科大（千葉）12.34+1.2大会新

一一一一般般般般女女女女子子子子 ２２２２００００００００ｍｍｍｍ

１位 増田佳恵 レジェンズ（神奈川）26.04+1.4大会新

一一一一般般般般女女女女子子子子 ４４４４００００００００ｍｍｍｍ

１位 好川利穂 白河高（福島）1.04.74

一一一一般般般般女女女女子子子子 ８８８８００００００００ｍｍｍｍ

１位 後藤瀬奈 土気中（千葉）2.25.42 大会新

一一一一般般般般女女女女子子子子 １１１１５５５５００００００００ｍｍｍｍ

１位 荒井芽衣 白河高（福島）4.58.32

一一一一般般般般女女女女子子子子 ５５５５００００００００００００ｍｍｍｍ

１位 菅 由美子 館山市陸協(千葉）17.40.07大会新

中中中中学学学学女女女女子子子子 １１１１００００００００ｍｍｍｍ

１位 松本理夏子ちはら台南中（千葉）12.70 +2.3

中中中中学学学学女女女女子子子子 ４４４４００００００００ｍｍｍｍ

１位 後藤瀬奈 土気中（千葉） 1.05.02

中中中中学学学学女女女女子子子子 １１１１５５５５００００００００ｍｍｍｍ

１位 藤本彩夏轟アスリートｸﾗﾌﾞ（千葉）4.53.78大会新

小小小小学学学学女女女女子子子子 １１１１００００００００ｍｍｍｍ

１位 森田和花奈富津ふれあいJr陸上（－）14.21+2.8

小小小小学学学学女女女女子子子子 １１１１００００００００００００ｍｍｍｍ

１位 村岡藍衣 朝 陽 （－） 3.29.95

一一一一般般般般女女女女子子子子 走走走走幅幅幅幅跳跳跳跳

１位 和田瑞希 白河高（福島）4ｍ40 +3.0

一一一一般般般般女女女女子子子子 走走走走高高高高跳跳跳跳

１位 瀧澤美奈実 花園中（千葉）1ｍ50

一一一一般般般般女女女女子子子子 ややややりりりり投投投投

１位 森 愛梨 白河高（福島）25ｍ89

中中中中学学学学女女女女子子子子 走走走走幅幅幅幅跳跳跳跳

１位 穴澤美穂 幸はやぶさ（千葉）5ｍ12 +2.7

中中中中学学学学女女女女子子子子 砲砲砲砲丸丸丸丸投投投投

１位 石原苑代子 打瀬中（千葉）5ｍ95

一一一一般般般般女女女女子子子子 ４４４４××××１１１１００００００００ｍｍｍｍ

１位 早大同好会 岩瀬 東海 野口 岡野 50.78

１１月２８日（月）穴川コミュニティセンター

会議室にて第２回理事会を開催しました。

前回の理事会は６月２８日に開催、第４７回千

葉県スポーツ祭典の意義・目的、内容等を検討し

ましたが、今回は祭典を終えての総括を行い、課

題を明らかにしました。会議には１１名の理事が

参加しました。（担当する大会直前の理事や大会

出場のため参加できない理事も数名いました）

理事会では、来年２月に開催するスキー祭典・

卓球加盟杯大会を除く、各種目祭典の規模や内容、

参加者の声や財政について各協議会から報告がな

されました。

今年の大会も全国大会の予選会を兼ねた大会と

してレベル的にもかなり高い水準の大会となった

こと、だれでも参加できる大会として新たな参加

者が増えている事等が確認されました。

また今年の祭典は、充実した大会を運営するた

め、募集チームや募集者を制限しなければならな

い種目はありながらも､全体としてはほぼ例年な

みの参加者数になるであろうとのとの報告がなさ

れました。昨年の第４６回祭典は５０８０名、今

年の祭典はスキー・卓球加盟杯大会を除き４６４

１名の参加実数となっています。

財政的には各協議会とも祭典としては陸上競技

を除き、赤字決算にはなっていないものの連盟全

体の安定的な財政確保については課題を残してい

ます。また、より多くの参加者を増やすためには

ホームページやインターネットを活用しなければ

ならないのではないかとの意見も出されました。

更に理事会では来年３月に予定している第40回

千葉県連盟定期総会について論議を行ないました。

期日と会場の確認を行いました。（次ページに

記載）総会代議員の基準についても論議を深めま

した。そして理事会では時期役員を選出するため

の役員選考委員を選出しました。

役員選考委員は浅沼義明 徳田 稔 逸見眞一

金子泰夫 日野正生 の５名です。第１回役員

選考委員会は2012年１月１３日（金）に開催を予

定しています。

当面の課題として、ひろば誌の回収、及び宣伝、

募金活動、スキー祭典の参加者募集について取組

みを強めることが確認されました。

陸上競技大会女子記録 第２回 理事会を開催



前前前前号号号号にににに引引引引きききき続続続続ききききススススポポポポーーーーツツツツ基基基基本本本本法法法法とととと私私私私たたたたちちちちのののの活活活活動動動動
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一方今回公布された基本法は、振興法の体育的

定義も残り、不十分さを指摘する識者もい

るが、積極面をあげれば、「スポーツは、

世界共通の文化である。」と冒頭で定義し、

「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営

むことは、すべての人々の権利であり、…

スポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又

はスポーツを支える活動に参画することの

できる機会が確保されなければならない」

とし、権利条項が入れられ、国と地方公共団体の

責務も明記された。「地球環境の保存」も入れら

れた。また原案に入っていた財源を「サッカーく

じ」に求める条項は削除された。障害者スポーツ

についても明記され、ドーピングの禁止を含むフェ

アープレーについても言及している。

これら

の積極面

に反映さ

れた背景

には、戦

前戦後に

渡る活動

の歴史が

（（（（空空空空手手手手協協協協議議議議会会会会 審審審審判判判判講講講講習習習習会会会会 実実実実技技技技 宮宮宮宮野野野野木木木木ＳＳＳＳＣＣＣＣ））））

あったことを忘れてはならない。１９６３年に始

まる全国青年スポーツ祭典(全国スポーツ祭典の

前進)運動、１９６５年の新日本体育連盟(新日本

スポーツ連盟の前進)の創立、創立宣言には世界

で初めて「体育・スポーツは権利である」を明記、

長野オリンピック開催に当たっての自然保護運動、

サッカーくじ導入に当たっての広範な反対運動、

等々。戦前のプロレタリア・スポーツ運動などを

含めれば８０年以上にわたる活動が基本法に反映

していると認識すべきではないか。

基本法成立の過程で、国民的議論があまり行わ

れなかったことは確かであるが、これにはメディ

アの責任も大きい。しかしメディアに責任を押し

つけても問題は解決しない。次はスポーツ庁設置

へと向かうので、よりよい基本法にするために改

正も視野におき、十分な議論をおこなうことが急

務である。

とりあえず、基本法を読んでみよう。野球愛好

者ならば野球基本法、テニス愛好者ならばテニス

基本法と置き換えてみてはどうか。この条文はお

かしいとか、もっと議論すべきでは、という問題

点や評価すべき点が見えてくるはずである。専門

家だけに任すのではなく、

草の根からの論議がより

良い基本法をつくり、私

たちが真の「スポーツの

主人公」になっていく道

ではないか。それと同時

に、工場法公布以前にも

匹敵する昨今の長時間過

（（（（空空空空手手手手協協協協議議議議会会会会 審審審審判判判判講講講講習習習習会会会会 座座座座学学学学 宮宮宮宮野野野野木木木木ＳＳＳＳＣＣＣＣ））））

密労働撤廃と賃下げに反対する運動もスポーツ環

境をつくる上で大切な要素である。

スポーツ基本法と
私たちの活動 （下）

常任理事 秋本 信孝

第４０回定期総会開催について

下記の通り第４０回定期総会を開催いたし

ます。各協議会及び各クラブにおかれまして

は代議員の選出基準に基づきご出席くださる

ようお願いします。

記

１．日 時 ２０１２年３月１７日（土）

午後１時３０分～５時

２．場 所 千葉県青少年女性会館 会議室

千葉市稲毛区天台６－５－２

℡043-287-1711

３．議 題

（１）２０１１年度の活動のまとめ及び２０

１２年度活動方針案

（２）決算・監査報告、予算案

（３）第４０・４１期役員選挙

４．総会の構成員及び代議員の選出等につい

ては、「総会招請状付記」の通りです。

５．その他

○各協議会は２月末日（２８日）まで

に代議員を報告して下さい。

○総会終了後会館近くの｢亀八｣にて懇

親会を行います是非ご参加下さい。



１２月 ４日（日）祭典・空手大会

サッカー協議会リーグ戦

テニス協議会会員大会

１２月１１日（日）なのはなテニス大会

サッカー協議会リーグ戦

１２月１７日（土）船橋混合ダブルス卓球大会

１２月１８日（日）検見川クロスカントリー大会

サッカー協議会リーグ戦

１２月２３日（祝）冬季バドミントン大会

１２月２５日（日）サッカー協議会リーグ戦

全国バドミントン大会１２月 ３日・ ４日

全国卓球大会一般大会１２月２４日・２５日

１月 ９日（祝）シニアテニス大会

１月１５日（日）鈴木杯テニス大会

社会人・学生交流卓球大会

（社会人・学生交流卓球大会実行委員会）

サッカー協議会リーグ戦

１月２１日（土）鈴木杯テニス大会

１月２９日（日）チーム対抗テニス大会

かずさペアマッチ卓球大会

サッカー協議会リーグ戦

テニス協議会運営委員会１月１４日（土）

卓球協議会運営委員会 １月２６日（木）

第10回リレーマラソン要項発送１月６日（金）

１２・１月行事予定

第３５回全国選抜軟式野球大会千葉県大会結果


