
３月１７日（土）千葉市内において第４０回千

葉県連盟定期総会が開催されました。

県連盟総会は例年３月中旬に開催しています。、

今年は会場を青少年女性会館から、スポーツ科学

センターに会場を移しての開催となりました。

総会には理事、監事２０名中１６名、協議会の

あるランニング、卓球、テニス、サッカー、野球、

空手からの代議員２０名中１８名、合計３４名が

参加しました。

（挨拶する浅沼理事長、隣りは青沼全国連盟副理事

長 議長は園川氏・本田氏 右端は金子事務局長）

最初に浅沼理事長から昨年６月に制定された

『スポーツ基本法』制定の意義と今後の私たちの

活動の在り方について大いに議論しようとの提起

がなされました。

来賓挨拶として青沼全国連盟副理事長から激励

と連帯の挨拶があり、続いて金子事務局長から１

年間の活動の成果と課題についての報告及び２０

１２年度活動方針、竹村財政部長からの財政報告

と次年度の予算案の提案がありました。

スポーツ情勢と連盟の課題ではスポーツ基本

法の成立の意義と連盟の課題について、また東日

本大震災・福島原発事故とスポーツ活動の関わり

について報告がありました。スポーツ基本法が超

党派のスポーツ議員連盟の共同提案として参議院

で全会一致で可決されたとは言え、スポーツを取

り巻く環境はすぐには改善される訳ではなく、逆

に使用料の値上げや体育施設の不足、既存の施設

の老朽化は進む一方となっています。

「いつでも・どこでも・だれもがスポーツ」の出

来る社会にするために連盟として多くのスポーツ

愛好者との『協力・共同』を一層推し進めなけれ

ばならないことが確認されました。

２０１１年度のスポーツ活動として

①春季大会、②第４７回千葉県スポーツ祭典、③

多様なスポーツ活動、④２０１１年度全国競技大

会への参加、⑤国際活動等の報告がされました。

全体として、スポーツ連盟は安くて沢山試合が出

来ると言う事で、好評を得ているものも「レベル

が高い」「会場によっては参加費が高い」との課

題も残されています。
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多くのスポーツ愛好者との協力・共同を推し進め
愛好者のための協議会づくりに努力しよう

第40回定期総会を開催



連盟活動の現状と諸課題では、昨年の大震災の

影響で、大会が開催出来ず加盟・登録できなかっ

た協議会があったこと。春季大会が開催出来ず、

予定通りの収入が無く、財政面で厳しい状況になっ

ていることが報告されました。

連盟組織の実態では

２０１１年度は７種目２０５クラブ２３２３名

でした。これは前年度に比べると１４クラブ、１

０６名の減少となり、今まで右肩上がりで増加し

てきた連盟組織としては初めての停滞・減少の傾

向でした。

東日本大震災の影響やゴルフ等での運営する役

員不足も影響しました。スポーツのひろばの活用

と普及でも初めて減少傾向となりました。

財政活動では事務支援費や各協議会からの納入

状況は改善され、明朗な会計状況になっているも

のも、活動する上で必要な電話・リース代の高騰、

交通費等の支給をするためには専従補助費の削減

も検討せざるを得なくなっています。

２０１２年度の活動では

①スポーツ基本法の具体化に向けての取組み。

②更なるスポーツ活動の展開。③フェアプレー宣

言に基づく運動の展開。④憲法及び平和を守る課

題。⑤大きな連盟づくりの課題について討論され

ました。

続いて２年に１度の役員改選が行なわれ、１８

名の理事が新に選出されました。

理事長 浅沼義明 副理事長 園川峰紀（新）

事務局長 金子泰夫 事務局次長 日野正生

常任理事 秋本信孝 竹村 昭 吉田嬌子（新）

小高一修（新）本田 満（新）

理事 有吉正祐 小倉芳治 石原史貴（新）

近藤まり子 冨田登喜子 逸見眞一

三上昭二 脇村元夫 秋庭きみ

（参加者全員の３４名が集合しました。

３月１０日（土）・１１日（日）東京都・綿商

会館において新日本スポーツ連盟全国連盟の定期

総会が開かれました。

総会には都道府県から代議員３９名、全国種目

組織から代議員５０名、及び全国役員３８名が参

加し２０１０年度及び２０１１年度活動総括及び

２０１２年度及び２０１３年度の活動方針が検討

されました

（活動総括並びに方針を説明する和食理事長）

千葉からは県連盟から浅沼理事長、金子事務局

長、秋本広報部長、全国野球協議会から脇村事務

局長、全国卓球協議会から竹村運営委員が参加し

ました。総会では減少傾向にある「スポーツのひ

ろば」をどのようにしたら増誌に転換出来るかの

議論がなされ２０１２年度に限り１部２９０円、

年間購読料２９００円（送料含め３６００円）に

するとの提案がなされました。また、全国連盟理

事として及川氏に代わり浅沼氏が選出されました。

（新役員紹介 右から３人目浅沼県連盟理事長）

第３０回定期
全国連盟総会が開催



今回は久々に野球協議会加盟のチームを紹介

します。第４６回全国軟式野球大会が３月から始

まりました。３月２０日（祝）に千葉県総合スポー

ツセンター野球場で３部の試合が行なわれていま

した。好天に恵まれどのチームもハツラツとした

プレーを展開していました。

１．クラブ名（チーム名）

花見川Ｃａｔｓ

２．代表者 山本大樹

３．連絡先 花見川区

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）

名前の由来は、木更津キャッツアイをパクリま

した。ちょうどユニホームも縦じまが良いと言う

意見が多かったためで、花見川Ｃａｔｓと命名し

ました。

（試合前に集合して貰いました）

ウチのチームは若いチームです。特徴は元気し

かない人が集まったチームではないでしょうか。

若いなりに楽しく野球ができるチームだと思いま

す。人数は１５～１６名位ですが、集まりがあま

り良くなく、練習もあまり出来ていない状況です。

独自にはグランドも取りづらいので、オフシー

ズンなどは近くのチームとの練習試合の方が多い

と思います。

５．クラブのアッピール（１２年度の抱負等）

今年はしっかりと人数を揃えて試合が出来たら

嬉しいです。

（ピッチャー・井上 隼選手

キャッチャー・柴田 裕也選手）

人数が揃わないで負けるよりも、人数を揃えて

勝負して負けるほうがすっきりするので、今年は

ちゃんと勝負をしたいです。勝負するからには頂

点を目指して頑張りたいです。

まだ、３部ですが、２部、１部 関東・全国と

目標をもってチーム全員で頑張りたいと思います。

（バッターは半田 隼選手）

⑥その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待する事）

野球から今の日本を盛上げていきたいと思いま

す。もっとスポーツ連盟をでかくして、皆で盛上

げましょう。

激を飛

ば す ナ

イ ン の

皆さん

クラブ紹介

花見川Ｃａｔｓ
千葉県野球協議会



第４回目を迎える千葉県テニス協議会主催のな

のはなテニス大会は、３月４日（日）稲毛海浜コー

トで男子・女子シングルス大会。３月１８日（日）

千葉県総合スポーツセンターで男子・女子ダブル

ス大会。３月２５日（日）稲毛海浜コートでミッ

クスダブルス大会が開催されました。

女子シングルス大会には１０名、男子シングル

スには１４名、混合ダブルスには４１ペアが参加

し熱戦が繰り広げられました。

結果は下記の通りです。

女子シングルス
１位トーナメント

優 勝 辻井ツヤ子（ＴＡＳＫＡ）

準優勝 濱 純子 （ラ・フェット）

第３位 井上 有里（フリー９）

第４位 橋本 和子（ＧＭＫ）

２位トーナメント

第１位 三羽 紀代美（フリー）

第２位 大橋 公子 （らんぷ）

男子シングルス
１位トーナメント

優 勝 太田 寿彦（フリー）

準優勝 安田大一郎（フリー）

第３位 塙 敬一（チーム飛鳥）

第４位 中山 忠久（フリー）

２位トーナメント

第１位 望月 主税（フリー）

第２位 松麿康弘（フリー）

３位トーナメント

第１位 庄司 秀則（チーム飛鳥）

第２位 大橋勇人（らんぷ）

混合ダブルス
１位トーナメント

優 勝 赤間・広樹組（フリー）

準優勝 森 ・橋詰組（ピンクパンサー・フリー）

第３位 鈴木・藤木組（フリー）

第４位 山下・夏見組（フリー）

（稲毛海浜公園庭球場の選手控え所）

２位トーナメント

第１位 山田・門間組（フリー・ナイスオーラ）

第２位 堀切・堀切組（ポケット）

第３位 水澤・白井組（ラフェット・ザウルス）

第４位 阿部・天満組（フリー）

３位トーナメント

第１位 鈴木・百瀬組（フリー・High Touch)

第２位 高橋・土屋組（テニスフリーク）

第３位 斉藤・井上組（フリー・High Touch)

第４位 中山・星野組（ミルキーウェイ・フリー）

優 勝
女子シングルス 辻井ツヤ子（Ｔ ＡＳＵＫＡ）
男子シングルス 太田 寿彦 （フリー）
テニス協議会が《なのはなテニス大会》を開催



バドミントン協議会（準）は毎年、年度末に春

季バドミントン大会を開催しています。

今年は３月３１日（土）千葉県総合スポーツセン

ター体育館で混合団体戦を行ないました。

バドミントンのホームページである《バドネッ

ト》に掲載した効果があり、東京・神奈川からの

参加もあり定数の５０チームを超える５５チーム

１部３チーム、２部２５チーム、３部２７チーム

のエントリーがありました。

第一体育

館は８面を

使用

第二体育館（ス

テージ）は４面

を使用

試合は①女子ダブルス ②混合ダブルス ③男

子ダブルスの順序で行い、３～４チームのリーグ

戦の後、１位の決勝トーナメント戦をおこないま

した。

リーグ戦は勝敗に関係なく３試合が出来ること

から当初は早く終了するかと予想されたものの、

決勝トーナメントは午後２時を過ぎ、最終試合は

会場使用を延長しての大変盛り上がった大会とな

りました。

結果は以下の通りでした。

１ 部
優 勝 オールレシーブ（大田区）

高木 山本 天野 柚木 川嶋 小田桐

準優勝 アミーズ（市原市）

第３位 ピューマ（江戸川区）

２ 部
優 勝 海鷹（港区）

岡 服部 堂前 三品 愛知 川地

準優勝 モス（新宿区）

第３位 ピスコット（市川市）

同 バドバッカス（大田区）

（２部 優勝 海鷹の皆さん）

３ 部
優 勝 バド・エンジェルス（B)（台東区）

深井（宏）田中 石川（治）深井（亜）石川（久）岩野

準優勝 ＲＵＳＵＫＡＲＵ’Ｓ（成田市）

第３位 ＲＴＡ（Ｂ）（世田谷区）

同 羽道（千代田）（千代田区）

優 勝
１部 オールレシーブ ２部 海鷹 ３部 バド・エンジェスル

バドミントン協議会（準）が混合団体戦を開催

試合の進行が早く、スムーズに試合が出来て

良かったです。混合団体戦の大会は少ないの

でとても楽しかったです

オールレシーブ（高木さん）

大変広くて綺麗な会場で打ち易かったです。

タイムテーブルがスムーズで良かったです。

海鷹 （堂前さん）

１５点はちょっと少なかったです。決勝トー

ナメントは２１点が良かったです。タイムテー

ブルはテンポ良く試合に入れたので良かった

です。（ピスコット 三浦さん）



○勝点３ ●勝点０ □勝点１（引分） △勝点３（不戦勝） ▲勝点－１（不戦敗） ▽勝点３

▼勝点０ ★勝点－１（審判遅刻・欠席）◆放棄試合は勝点－３（だれも球場に来ない場合）※雨天中止

４月 １日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

春季テニス大会

４月 ７日（土）春季卓球大会

４月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

春季テニス大会

４月１５日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

４月２２日（日）野球協議会リーグ戦

４月２８日（土）春季テニス大会

４月２９日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

４月３０日（休）野球協議会リーグ戦

祭典・卓球大会

春季テニス大会

５月 ３日（祝）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

５月 ４日（祝）野球協議会リーグ戦

市原オープン卓球大会

５月 ５日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ６日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

５月１３日（日）野球協議会リーグ戦

５月２０日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

５月２７日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

青葉の森リレーマラソン

テニス協議会総会 ４月２８日（土）

卓球協議会総会 ５月１２日（土）

サッカー協総会 ５月１２日（土）

４・５月行事予定

第４６回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過


