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スポーツの主人公として更なる発展を
新日本スポーツ連盟千葉県連盟

新年、明けましておめでとうございます。皆様
の益々のご健勝・ご活躍を祈念いたします。

理事長

浅沼義明

県においても酷暑、炎天下での反核平和マラソン
ランナーの姿が浮かびます。「平和でなければス

１９６５年に創設された新日本スポーツ連盟は、 ポーツはできない」で思い起こされるのは大震災・
以来、その年の一大イベントとしてスポーツ祭典 原発事故。サッカーの拠点であった福島のＪヴィ
を開催してきました。そこでの三大スローガンに

レッジは災害復興センターになっている。首相官

ついて一言。
『いつでも・どこでも・だれでもがスポーツを』

邸を取り巻いた１０万人を越える人々の「即時原
発ゼロ行動」もスポーツに携わるものにとって無

のスローガンは世界に先駆けて掲げ、遅ればせな

関係ではいられません。また「千葉県スポーツ９

がら、先年成立した「スポーツ基本法」として実

条の会」とも連携を深めるように努めたいと思い

を結んでいます。スポーツ振興はこれからが正念
場です。去年の総務省分析によると過去１年間に

ます。さて『スポーツわれら主人公』の主人公と
は誰でもが最終的決定権を持っているということ

スポーツをした人の割合は約６割。１９９１年の

です。必要なことは誰でもが言える・行動をする

７８％をピークに２０年間低下傾向が続いていま
す。とくに２０・３０代が深刻です。同省は「ゲー

ことができるということです。
スポーツ連盟は思想・信条ではなく、社会的スポー

ム機やスマートフォンに接する時間が増えるなど

ツ要求に基づき組織された団体です。要求実現に

スポーツ以外の余暇の過ごし方が多様化している」

は構成員が主人公たることが必須です。

とみています。しかしそれが主な要因とは思われ
ません。スポーツを行いたいと思うができない理

去年の１２月１６日に二つのことがありました。
サッカーのクラブ世界一を決めるＷ杯での南米代

由の大半が「時間がない」でした。長時間や過密

表コリンチャンスと欧米代表のチェルシーのゲー

労働を強いられるなかで心身ともに疲れ果て体を

ムではゴールラインテクノロジー（ＧＬＴ）が使

動かす気力もわかない実態があります。スポーツ
に携わった人の多くはジョギングや体操などの手

用されました。ＧＬＴはボールがゴールラインを
超えたと判定するとレフェリーの腕時計に「ＧＯ

軽なものでした。身近にスポーツを楽しめる「施

ＡＬ」の表示がされます。しかし得点かどうかは

設がない」ためです。みんながスポーツを親しむ
ことができる社会形成が急務です。

ＧＬＴが決めるわけではありません。あくまでも
レフェリーが決めます。もう一つは衆議院総選挙。

スポーツ権の獲得のための社会形成にと大阪府・

大勝した党派の得票は有権者比、小選挙区24％、

神奈川県連盟など多くの県で自治体交渉が行われ

比例15％、議席数は国民の民意と乖離しています。

ています。千葉県連盟も今年は力を注ぎたいと思
います。

改憲をかかげているが憲法を変えるか変えないか
の最終決定権は主人公である国民にあり、スポー

『スポーツは平和と共に』では連盟主催「広島～

ツも然りです。連盟の各種大会において、挨拶の

長崎反核平和マラソン」を実施し、多くの県で地

なかで話しているスローガンについてとりとめな

域の反核平和マラソンが開催されています。千葉

く書きました。今年も良い年でありますように。

優 勝（鈴木杯テニス大会）

保土田寛章さん（ラ・フェット）男子シングルス
西谷雅子さん （Ｔ．ＡＳＫＡ）女子シングルス
木津 進さん・関根一大さん（フリー）男子ダブルス
恒例の鈴木杯テニス大会は昨年の１１月～１２
月に開催されました。（一部は前号で紹介済み）
男子ダブルスは１１月２４日（土）高浜庭球場
で開催、９組が出場しました。

男子シングルスは１２月９日（日）高浜庭球場
にて開催。１７名が参加。試合は４～５名のリー
グ戦の後、順位トーナメントを行いました。
１位トーナメント

出場ペアが少なかったこともあり、５ペアと４
ペアのリーグ戦で楽しみました。

優勝

結果はフリーの木津・関根組が１位トーナメン

保土田寛章さ

ト戦を制し優勝しました。

ん（ラ・フェッ

１位トーナメント
優 勝 木津 進・関根一大組（フリー・フリー）

ト）

準優勝

佐野欣秀・水信 元組（フリー・フリー）

同

福島和幸・遠藤俊輔（びぎな～ず・びぎな～ず）

優勝

準優勝

木津健二さん
関根一之さん

柴田徳雄
さん
（ＬＥＴ）

柴田さんは年齢を感じさせない若々しいプレー
で参加者から“さすが”との声が聞かれました。
女子シングルスも１２月９日（日）同会場にて
行われ、男子同様１７名が参加しました。
当日は天候も良く、シングルスが早く終わったの
で日没まで目一杯ダブルスを楽しみました。
１位トーナメント

試合は４～５名のリーグ戦を行い、順位トーナ
メントを 行い
ました。

優勝

準優勝

西谷雅子さん

野中由美佳

（Ｔ ＡＳＫＡ）

さん（びぎなず）

クラブ紹介

袖ヶ浦拳友会

千葉県空手協議会

久々に空手協議会加盟の団体を紹介します。
昨年の１２月、宮野木スポーツセンターで開催さ
れたスポーツ祭典の会場で伺いました。
①クラブ名

袖ヶ浦拳友会

②代表者

伊藤広芳

⑤クラブのアピール（今年の抱負等）
大人２４名、子供１９名（高校生以下）が在籍
しています。そのうち有段者が１３名（2012年１
２月現在）最年少は４歳、最年長７３歳の年齢構
成です。老若男女が各レベルに応じて無理のない
練習内容で、空手道の目的、１）武道 ２）スポー
ツ

３）健康医療、を達成できるように空手を楽

しむようにしています。

③連絡先
習志野市袖ヶ浦
HP: http://sports.gecities.jp/
sodegaurakenyukai/
Facebook:https//ja-jp.facebook.com/
sodegaurakenyukai
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）
習志野市袖ヶ浦で活動する空手クラブのため袖ヶ
浦拳友会とつけてあります。
昭和４５年７月に発足。今年で発足４５年目を迎
えます。礼儀作法（礼に始まり礼に終わる）を重
視し、「継続は力なり」をスローガンに、空手の
鍛錬を通じて、会員相互の交流と親睦を図り、青

（一般組手・有段の部 右手は速永選手）
⑥その他（スポーツに関する情報・スポーツ連盟
に期待すること）
大会関連の申込等の連絡を、締切期日に余裕を
もってご案内いただけると有り難いです。

少年の育成を目指しています。

（一般組手・有段の部

右手は瓜生選手）

千葉県空手協議会について
（休憩中に全員参加、右端が代表の伊藤師範）
練習日程は毎週日曜日 ９時～１２時 袖ヶ浦

スポーツ連盟の空手大会は４０年程前から

公民館にてストレッチ・基本・型を中心に１時間

開催しています。協議会として新たにスター
トしたのは今から５年前の２００８年５月。

３０分程度全体練習。その後、各級、段に分かれ

５つの団体の加盟から始まり、現在１２団体

て型や組手等の練習を行っています。
また、火曜日または水曜日の１８時３０分～２０

が加盟。年２回の大会と審判講習会を開催し
ています。空手協議会では５月の総会でその

時３０分

年の方針を決定し、理事会・事務局そして審

袖ヶ浦公民館または菊田公民館が空い

ていた場合に基本を中心に練習をしています。

判部の話し合いを重視し活動しています。

優勝は葵塾（団体戦）

千葉県スポーツ祭典・空手大会

開催

組手

恒例の千葉県スポーツ祭典・空手大会は昨年の
１２月９日（日）千葉市・宮野木スポーツセンター

幼児の部

優勝

田口久乃

（葵塾）

体育館で開催されました。

小学１年生の部

優勝

山脇勇希

（葵塾）

大会には一般男女３２名、中学男女２１名、小
学男女１３８名、幼児８名、そして小学生の団体

小学２年生の部
小学３年生の部

優勝
優勝

藤田稜平
鈴木健太

（葵塾）
（拳夢館）

戦として１８チーム、５４名

小学４年生の部

優勝

大和久高志（功道館）

小学５年生の部

優勝

伊藤柾貴

（功道館）

小学６年生の部

優勝

池沢 海

（葵塾）

今回の特徴は審判部の事前の講習会や打合せを
密にしたことから審判体制が滞りなく整い、スムー

（組手
中学１年生の部

小学６年生の部）
優勝 獅子田夏希（功道館）

ズに運営できたことです。

中学２・３年生の部

優勝

また、幼児の部を設けより多くの参加者を募っ
たこと、一般の部の参加者が今までより多かった

中学・一般女子の部
一般有級の部

優勝 佐藤涼凪（葵塾）
優勝 北元 彰 （紘武会）

ことがあげられます。更に女子形の部に新しい団

一般有段の部

優勝

延べ２５３名の選

手が参加しました。

（開会式の様子 女子の姿が目立ちます）

青山 匠 （紘武会）

三橋基弘（錬極館）

体が参加したことも特徴にあげられます。
なお、今回から団体戦の優勝チームにカップが
贈られることになりました。初めての優勝杯は葵
塾に授与されました。
試合結果は以下の通りでした。

形
幼児の部

優勝 柏崎彰秀

（納侍塾）

小学１年生の部
小学２年生の部

優勝 徳永幸誠 （拳夢館）
優勝 獅子田秋美（功道館）

小学３年生の部

優勝 徳永愛心

（拳夢館）

（組手

小学４年生の部

優勝 日笠椋介

（紘武会）

団体戦（小学生）

小学５年生の部
小学６年生の部

優勝 高山 悠
優勝 高木大聖

（国武館）
（真心会）

優 勝
準優勝

中学生の部

優勝 獅子田夏希（功道館）

一般有級の部

優勝 平子和正

（拳夢館）

れた）のない車は、近隣の千葉北高校の校庭に駐車出

一般有段の部

優勝 湯浅彪成

（錬極館）

来る事になりました。今回は２０台駐車。

一般有段の部

決勝トーナメント）

葵塾
（山脇・石渡・中村）
国武館Ａ（藤田・木本・深野）

今回から駐車券（体育館周辺と駐車場に割り当てら

般男子の部
佐藤友哉（大津ヶ丘中）17分34秒

各部（クラス）で新記録続出
第11回検見川クロスカントリー大会

５ｋｍ

大会新

壮年男子の部（４０～５９歳）

藤井利弘（千葉市）

19分10秒

大会新

千葉ランニングクラブと東京ランニングクラブ
共催の検見川クロスカントリー大会が年末の１２

５ｋｍ 壮年男子の部（６０歳以上）
吉岡義幸（瑞穂ＡＣ） 21分11秒 大会新

月１６日（日）東京大学検見川総合グランドで開

５ｋｍ

催されました。
昨今のランニングブームの中でしたが、今回は

松本恭子（船橋市）

申し込み期間が短かったことから、昨年より約１
００名少ない５２３名の参加者でした。今年から
壮年の部の中で６０歳以上の部を設けました。
当日は前日までの雨も上がり暑い位の天候とな
り、一時給水場所で並ぶほどでした。

19分53秒

大会新

第３回理事会を開催
昨年の１２月１２日（水）第２回目の理事会が
開かれました。

記録はほとんどのクラスで新記録が更新されま
した。結果は千葉県連盟のＨＰでも発表。
優勝選手とタイムは以下の通りです。
１０ｋｍ

女子の部

会議には１６名の理事中１３名が参加、第４８
回千葉県スポーツ祭典の総括及びスポーツのひろ

一般男子の部

佐川明宏（八街高校教）34分23秒

大会新
10ｋｍの
スタート
（先頭の右・
白いシャツ
が優勝した
佐川明宏選
手）

ば誌の普及・宣伝活動等について話し合いました。
１０ｋｍ 壮年男子の部（４０～５９歳）
鬼澤 均 （霞ヶ浦ＴＣ） 38分56秒 大会新

スポーツ祭典では今年度会場の関係で各大会が
早まったことから意義についての論議が不足して

１０ｋｍ

いたのではないか、統一ビラが遅かった等の反省

壮年男子の部（６０歳以上）

多々良貢（ＮＡＳ西船橋）47分48秒 大会新

が出されました。

１０ｋｍ 女子の部
上田 藍（稲毛インター）40分09秒

スポーツのひろば誌の宣伝・普及については現
在１０３部と増誌になったこと、購読料金につい

10ｋｍのスター

て来年度は元の４５０円に戻したほうがよいので

ト直前
（1511は上田

はないかとの意見が出されました。
県連盟財政については各協議会からの分担金が

藍選手

ロン

滞りなく支払われていますが、募金が目標より下

ドンオリンピッ

回っていることが報告され引き続き募金を募るこ

クに日本代表
で出場）

とが確認されました。
また、次回の理事会は３月６日（水）、第４１
期定期総会が３月１６日（土）に開催することが
正式に決定されました。なお会議には徳田 稔顧

５ｋｍ

一

問及び黒須直樹監事も出席しました。

１・２月行事予定
１月

５日（土）新春チーム対抗テニス大会

２月

３日（日）サッカー協・年間リーグ戦

１月

６日（日）サッカー協・年間リーグ戦

２月

９日～１１日

ペアマッチ卓球大会
主催・かずさ卓球協議会

スキー祭典

志賀高原

２月１０日（日）サッカー協・年間リーグ戦
２月１１日（休）第５回なのはなテニス大会

１月１３日（日）サッカー協・年間リーグ戦

第１４回加盟杯卓球大会

１月２０日（日）サッカー協・年間リーグ戦

２月１７日（日）サッカー協・年間リーグ戦

１月２７日（日）サッカー協・年間リーグ戦
会議日程

２月２５日（土）第５回なのはなテニス大会
運動施設調整会議日程

１月

６日（日） 野球協議会役員会

１月 ８日（火） リレーマラソン事務局会議
１月１３日(日） 空手協議会第２回理事会

２月

２日（土）千葉県調整会議

体育館・武道館・庭球場・サッカー場・陸上競技場

２月

９日（土）千葉市調整会議

１月１７日（木） スキー祭典事務局会議
１月１９日（土） サッカー三役会議

体育館・庭球場
２月１６日（土）千葉市調整会議

１月２３日（水） 常任理事会

野球場・陸上競技場

第41期千葉県連盟定期総会について
連盟規約第９条 第１項により下記の通り
定期総会を開催します。

第２９回全国スポーツ祭典・卓球大会
年代別大会より（岡山・桃太郎アリーナ）
ＴＲＦ→

各協議会は代議員の選出をお願いします。
記
期 日 ３月１６日（土）１：３０～４：３０
会 場 青少年女性会館 第三会議室
内 容 第４０期活動総括及び財政報告

←幸

第４１期活動方針及び予算案の検討
その他
※今年は役員の選出はありません。
（役員選出は２年に１度）
各協議会からの選出基準。
１名～ ４９名 １名
５０名～ ９９名

２名

１００名～１９９名
２００名～３９９名

３名
４名

４００名～６９９名

５名

７００名～

６名

木更津クラブ→

← ジャスミン

代議員の選出は３月２日（土）まで
ランニング１名 空手１名 テニス４名
バレーボール３名 サッカー４名 卓球５名

野球６名

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ

スキー

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ

フリーダム→

