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協力・共同により飛躍・発展を
新日本スポーツ連盟千葉県連盟

理事長

浅沼義明

新年明けましておめでとうございます。新陽の

れたレベル７の大事故は、世界中で原発廃止運動

光を受けて、今年もご活躍ご発展のほどお祈り申

を盛り上げました。未だ故郷を離れ県の内外への

し上げます。
去年の6月17日に国のスポーツ施策のあり方を

非難を余儀なくされている15万5千人もの人々に
は帰還の見通しも全く立っていない状況の中で政

定めたスポーツ基本法が参院本会議にて全会一致

府の原子力対策本部の「ステップ２」の収束宣言

で可決、成立しました。これは日本のスポーツ界 などは、「何をかをいわんや」です。夢のある素
においてトップニュースに挙げられる快挙でした。 晴らしい国＝ブータンの「ワンチュク」国王が来
基本的権利としてのスポーツ権という

日し震災地に子供らに「私は竜をみたことがある」

ことが明記されたからです。スポーツ基本法の前

と。子供らは凝視した。国王いわく「竜は自分の

文および第2条で「スポーツを通じて幸福で豊か
な生活を営むことは、全ての人々の権利」

心にいる。経験や体験を通してどんどん大きくな
る」のだと。去年のさまざまな出来事を経

なぜか？

と記しています。

験・体験したものにとって、今年の「辰」

新日本スポーツ連盟は1965年の結成総会
で「スポーツは万人の権利」との宣言を世

＝「竜」年にちなんで「身をたて天にも昇
る」勢いで行動したいものです。人々は

界に先駆けて行いました、その後1978年ユネスコ

「震災復興元年」と位置づけ前に進もうとしてい

第20回総会で「体育･スポーツ国際憲章」が採択

ます。

されるなど世界の潮流は「スポーツは権利」とし
て認識されていたにもかかわらず日本においては

1961年のスポーツ振興法を全面改訂の処置とし
て成立したスポーツ基本法が施行された今年は

やっとここにきて採択されたからです。だから快

「真のスポーツ振興元年」、国民スポーツ発展の

挙なのです。

よりどころであり、また、端緒でもある。新日本

ところで、スポーツ界のニュースにはもう一つ
快挙がありました。劣悪な競技環境下で、サッカー

スポーツ連盟をも含め、あらゆるスポーツ団体・
組織がそれぞれの自主性を確保しつつ、政治的・

日本女子代表がワールドカップを制したことです。 経済的に利用されない真のスポーツ発展のために、
女子サッカーは脚光を浴び、社会的関心が高まり、 今後、基本法に基づく基本計画が策定されるなか
その後女子サッカーの試合には数十倍もの観客を で、課題を明確にして貧困なスポーツ条件を克服
動員している様相は重くのしかかっている東日本

することが必要になってきます。これからが正念

大震災の重圧を払拭するような明るい話題を提供

場です。千葉県スポーツ連盟もその一翼を担うべ

しました。
そういえば、世界中の多くのメディアが世界10

く、3月の総会を期に、新しい人材の確保・新し
い施策をもって活動することとしたいと思います。

大ニュースのトップに3月11日の未曾有の東日本

皆様方の協力共同により飛躍・発展するよう力を

大震災とそれにともなう、福島原発の大事故を挙

お貸し願うことを万感の思いをこめて新年の挨拶

げています。人々を震撼させ、恐怖のどん底に陥

とします。

団体戦優勝

葵塾

組手一般有段優勝

三橋基弘（錬極館）

第４７回千葉県スポーツ祭典・空手大会開催
千葉県空手協議会は昨年の１２月４日（日）、

準優勝

市川夕樹（紘武会）

千葉市・宮野木スポーツセンター体育館にて千葉
県スポーツ祭典・空手大会を開催しました。
この日は流派によっては近隣の市で独自に大会
が行なわれていたり、塾の都合によりいつも参加
している団体が参加できない状況ではありました
が、１０団体１３７名が参加し日頃の練習の成果
を発揮しました。

小学６年生の部
優 勝 佐藤駿祐（錬極館）
準優勝 片山誠也（ナジ塾）
中学生
優 勝 戸張紗英（錬極館）
準優勝 市川 響（紘武会）
一般有級の部
優
（緊張した雰囲気の開会式の様子）
大会は始めに組手の演技が行なわれました。

勝

市川誠太郎（錬極館）

準優勝 竹本良二（錬極館）
一般有段の部

トーナメント形式で、２人で基本形を発表、優劣

優

勝

を決めました。

準優勝

秋本志保美（紘武会）
山口道人（個人）

結果は以下の通りです。

組 手

形

小学１年生の部
優 勝 藤田稜平 （葵塾）

小学１年生の 部
優 勝 菊田大翔（紘武会）
準優勝 村尾俊星（紘武会）
小学２年生の 部
優

勝

野城祐太（ナジ塾）

準優勝 飯田颯斗（紘武会）
小学３年生の 部
優 勝 月崎萌乃（ナジ塾）
準優勝

準優勝

山脇勇希（葵塾）

小学２年生の部
優 勝 野城祐太（ナジ塾）
準優勝

菊田大喜 （紘武会）

組手

山本雄大（紘武会）

小学４

小学４年生の 部
優 勝 高山 悠（国武館）

年生の
部

準優勝

深野陽平（国武館）

小学５年生の 部
優 勝 高木大聖（真心会）

クラブ紹介

千葉クラブ

千葉県卓球協議会

千葉クラブは新日本スポーツ連盟とは３０年以

夫さん（世界卓球選手権団体戦優勝メンバーの一
人）を中心に若手は２０才代から６０才代の人ま
で総勢約５０名程のクラブです。
飲み会なども機会を見て行なっています。
⑤

クラブのアッピール（１１年度の抱負等）
年齢にかかわらず楽しく練習に飲み会に活動し

ているクラブですので、卓球を楽しみたい方はも

上も前からお付き合いのある伝統あるクラブです。 ちろん、楽しい仲間を増やしたい方は是非一度寄っ
代表の井上哲夫氏は１９７９年大阪で開催され てみてください。
た第３回全国卓球選手権大会に初出場、男子個人
戦で同じ千葉から出場した五十嵐一郎氏と決勝戦
で対戦するなど、新日本スポーツ連盟の全国大会
を権威のある大会にするために貴重な役割を果た

西田さん（左）
新田さん（右）

してくださいました。

（Ａチーム）

またクラブとしては１９８２年東京で開催され
た第１４回全国スポーツ祭典・男子団体戦で準優
勝するなど全国的にも有名になりました。なお、
千葉県卓球協議会の小須田 淳会長は千葉クラブ
の初代監督です。
毎年全国大会に一般及び年代別の団体戦、個人

若菜さん（左）
鈴木さん（右）

戦に参加し、素晴らしい成績を挙げています。

（Ｂチーム）

今回は１１月２６日（土）・２７日（日）岡山
･桃太郎アリーナで開催された年代別大会でお話
しを伺いました。

全国大 会で
は千葉クラブ（Ａ）は年代別団体戦５０代で決
勝トーナメント１回戦で兵庫「森川鑿泉工業所」
を２対０そして決勝戦で神奈川「ヨーラクラブ」
を２対１で破り見事初優勝を収めました。

佐藤さん（左）
永見さん（右）
（一般女子
団体戦
山市）

高

（年代別男子団体戦５０代参加した皆さん）
① クラブ名
千葉クラブ
②

代表者

井上哲夫

③

連絡先

千葉市稲毛区作草部2-4-26

千葉県スポー

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）

ツ祭典には千

千葉市のモノレール作草部駅から程近い場所に

多くの選手が

あります千葉卓球センターを練習の拠点にしてい
ます。千葉卓球センターのオーナーである井上哲

葉クラブから

参加しました

小学３年生の 部
優 勝 竹本克輝（錬極館）
準優勝

優 勝

森・杉町組（行徳クラブ）

月崎萌乃（ナジ塾）

全国バドミントン大会

小学４年生の 部
優 勝 深野陽平（国武館）
準優勝 福原直人（拳身会）

昨年の１２月３日（土）・４日（月）全国バド

小学５年生の 部
優 勝 松本 隼（錬極館）
準優勝 楠美敦也（紘武会）

ミントン選手権大会が愛知県・名古屋市・守山ス

小学６年生の 部
優 勝 佐藤駿祐（錬極館）

２０名が出場しました。内訳は一般とシニアを合

準優勝 片山誠也（ナジ塾）
中学１年生の 部

ペア、女子ダブルス４ペアでした。（参加クラブ
は行徳クラブ・ピスコット・T-rise・揚羽の４ク

優

ラブ）

ポーツセンターにて開催されました。
千葉からは大県予選会を勝ち抜いた１０ペア、
わせ、混合ダブルスに２ペア、男子ダブルスに４

勝

戸張 梓 （錬極館）

準優勝

鳥潟悠斗（拳身会）

大会では行徳クラブの森・杉町組が男子ダブル

中学２・３年 生の部
優 勝 湯浅彪成（錬極館）

ス・シニア４０代の部で見事優勝を果たしました。

準優勝

榎本冬惟（国武館）

中学生女子の 部
優 勝 戸張紗英（錬極館）
準優勝

市川 響 （紘武会）

一般有級の部
優 勝 竹本良二 （錬極館）
準優勝 市間誠太郎（錬極館）
一般有段の部
優 勝 三橋基弘（錬極館）
準優勝 中西洋二（錬極館）
団体戦
優 勝 葵塾
藤田稜平
準優勝

試合の合間に

）

沼田・杉町組
（混合Ｄ２部）

小泊諒人

ナジ支部Ｂ
菊田大喜

第三位

深野陽平

（行徳クラブの皆さん

月崎萌乃

ナジ支部Ａ

同

片山誠也
錬極館Ａ

宮前・森組
（混合Ｄシニア
４０代）

初めてこの全国大会に参加しました。親睦と
旅行を兼ねての出場です。なかなか勝たせて
くれませんね。楽しんでいます。（杉町さん）

優 勝
スリーセブン（男子１部）敬愛学園（女子１部）
冬季バドミントン大会・団体戦

昨年の１２月２３日（祝）に千葉公園体育館で
男女団体戦が開催されました。
年末には同体育館で他団体のリーグ戦等が企画

準優勝
第三位

当番ズ
うーうーぬー

女子２部

されており、受付当初は参加数が少なく心配され

優

勝

羽音組

ましたが、締切間際に駆け込みのチームが多く、
中には県外からも希望があり、予定チーム数を８

準優勝
第三位

Ｓｈｏｔ’０４Ａ
Ｋ＆Ｍズ

チームも超える４８チームの参加で熱戦が行なわ

同

Ｓｈｏｔ’０４Ｂ

れました。

女子３部

試合は３～４チームのリーグ戦の後１～２位上
がりのトーナメント戦を行ないました。

優 勝
準優勝
第三位
同

バド・エンジェルス
ＮＡＮＢＵ
ＲＵＳＵＫＡＲＵＳＵ
Ｃｈｏｐｐｅｒ

休前日の試合は大変有難いので今後も土曜
日開催をお願いします。パンフレットの事前
配布なと細かい部分まで気を配って頂き有難
かったです。（てぃわら会）神奈川から参加

この時期に団体戦に出られて非常に嬉しかっ
たです。仲間との絆も深まったと思います。
試合結果は以下の通りでした。

また参加したいです。（ミックスなんて嫌余男）

男子１部
優

勝

スリーセブン

準優勝

チームＭＫＭ

第三位

ピークスポーツ

男子１部

男子２部
優

勝

スリーセブン
対羽桐会

ひでろう

準優勝

まんころピーナツ

第三位
同

Ｂａｄｗｅｉｓｅｒ
ミックスなんて嫌余男

男子３部
優

勝

準優勝
第三位
同

バド・エンジェルス
ＲＴＡ
Ｃｈｏｐｐｅｒ

ルメ券を分け
合い、盛り上

てぃわら会

がる「ひでろ

女子１部
優

勝

（賞品のグ

敬愛学園高校

う」の皆さん）

１･２月行事予定
１月

９日（日）シニアテニス大会・団体戦

２月

４日（土）テニス協議会

大会（予）

１月１５日（日）第１８回鈴木杯テニス大会
サッカー協議会リーグ戦

市原愛好者卓球大会
２月１１日（土）加盟杯卓球大会

１月２１日（土）第１８回鈴木杯テニス大会

２月１２日（日）サッカー協議会リーグ戦

１月２９日（日）チーム対抗テニス大会
サッカー協議会リーグ戦

２月１９日（日）第１８回鈴木杯テニス大会
サッカー協議会リーグ戦

かずさペアマッチ卓球大会
リレーマラソン事務局会議

１月

スキー祭典事務局会議
野球協議会 役員会

１月１２日
１月１５日

卓球協議会運営委員会

１月２６日

「ＴＲＦ」

６日

２月２５日（土）第１８回鈴木杯テニス大会
２月２６日（日）市原オープン卓球大会
千葉県施設調整会議 ２月 ４日（土）
千葉市施設調整会議 ２月１１日（土）
同上

２月１８日（土）

念願の全国優勝を達成！

２０１１年全国卓球選手権大会閉幕
１２月２４日（土）・２５日（日）岐阜県高山
市の「飛騨高山ビッグアリーナ」で２０１１年度

る事ができました。」と笑みを湛えていました。

全国卓球選手権大会・一般の部が開催されました。
２４日は団体戦、２５日は個人戦が行なわれ、
千葉県からは県予選会を勝ち抜いた男子５チーム、
女子２チーム、個人戦には男子２５名、女子６名
の代表選手が出場しました。
男子団体戦には千葉からはＴＲＦ（Ａ）（Ｂ）、
ＦＣＣ、ポピンズ 赤翔馬。女子団体戦には千葉
クラブ、Ｄｅａｆ☆Ｓｔａｒが参加、全国の強豪
と熱戦を繰り広げました。
予選リーグを勝ち抜けるが大変な中で、ＴＲＦ
（Ａ）は決勝トーナメント１回戦をタイのナショ

（ 喜びのＴＲＦ（Ａ）（Ｂ）の皆さん）

ナルチームに所属している選手をかかえる兵庫

個人戦ではＴＲＦの大塚裕喜選手が決勝戦で

「ＴＥＡＭＳＡＴＯ」に３対１。２回戦を京都
「卓球道場わからん」に３対１。準決勝では兵庫

三田村宗明選手（卓楓会）と対戦、残念ながら１
対３で敗れたものの大善戦でした。

「東浦クラブ」に３対２。そして決勝戦では卓楓
会に所属している三田村宗明選手の擁する東京
「愛卓ＴＴＣ－Ａ」と対戦し、苦しみながらも３
対１で見事初優勝を飾りました。
監督の岡野淳一さんは「スポーツ連盟の大会で
優勝することを目指してチームを編成し、練習を
重ねてきました。７年越しに念願の優勝を達成す

手前が大塚選
手向かい側三
田村選手
（個人決勝戦）

