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スポーツ愛好者と協力し、スポーツ基本法の具体化を

第４１回千葉県連盟定期総会を開催
３月１６日（土）千葉県青少年女性会館におい

いる（空手）テレビ放映の関係でルールの改正が

て第４１回千葉県連盟定期総会が開催されました。 多くの種目でなされているのではないか（ランニ
今年の総会には、１４名の理事・監事並びにラ ング）、行政への働きかけを重ねていく必要があ
ンニング・バレーボール・卓球・サッカー・野球・

るのではないか（バレーボール）等の意見があり

空手の各協議会から代議員１８名、スキーからの
オブザーバー１名、顧問合わせて３４名の出席が

ました。
また、社会的な問題となっている体罰について

ありました。初めに浅沼義明理事長から、一昨年

学校の部活で体罰を受けたことがあった（サッカー）。

制定されたスポーツ基本法を千葉県連盟としてど

子どもも変わってきていて環境も変わってきてお

のよう具体化するかについて論議して貰いたいと
挨拶がありました。 続いて金子泰夫事務局長か

り、受け取り方も多様ではないか（卓球）などの
意見がだされました。

ら２０１２年度の活動の報告と２０１３年度の活

最後に浅沼理事長から、スポーツ基本法の学習

動方針について提案。竹村 昭財政部長から２０
１２年度財政報告並びに２０１３年度の財政方針

を進め、行政への働きかけを積極的に行うこと。
体罰問題や指定管理者制度の問題点についても提

の説明と吉田嬌子スポーツのひろば誌担当理事か

起していくことなどのまとめがなされました。

らの報告がありました。休憩の後、各協議会から

更にスポーツのひろば誌の拡大にも取り組むこと

活動の現状や課題について話し合いがされました。 の提起がなされました。
最後に２０１３年度の方針と予算が全員の賛成
挨拶する浅沼理

で可決されました。

なお、この定期総会には全

事長 隣は議長の渡

国連盟から福島邦夫事務局長が来賓として出席、

部さん・園川さん

連帯の挨拶をいただきました。

サッカーとバレーボールの
代議員右から遠藤さん・田中
さん・加藤さん・石原さん

スポーツ基本法については、大会を開催したく
ても、なかなか確保できない現状があること（テ
ニス）学校統廃合で練習会場を探すのに苦労して

（総会後、参加者全員で記念写真）

優勝

まりも

準優勝

ＴＭテニスチーム

チーム対抗テニス大会（３月）
テニス協議会では今年の‘なのはなテニス大会
’が天候に恵まれ、順調に試合が進行したことか
ら、３月２３日（日）にチーム対抗テニス大会を
千葉県総合スポーツセンターにて開催しました。
加盟クラブを中心にインターネットで参加を呼
びかけましたが募集期間が短かったことから何チー
ム集まるか心配されましたが、１８チームが参加
しました。試合は３チームのリーグ戦の後、順位
トーナメント戦を行いました。
各ブロック結果

Ａブロック
１位

まりも

２位 だぶるふぉると

（１位トーナメント優勝

まりも）

３位 テニスフリーク
Ｂブロック
１位

ピンクパンサー

２位

ＮＭＡ

Ｃブロック
１位 チーム・ヘビー
３位

２位 ＹＭＴ

２位 ＫＯＮＡＭＩ

ポケット

Ｄブロック
１位 ＴＭテニスチーム２位 プラスα
３位

テニスＢえ～？

Ｅブロック
１位
３位

チェリー
２位テニスBブラック＆ホワイト
きりんダッシュ

Ｆブロック
１位

グッピーズ

３位

ＪＯＫＥＲ

（１位トーナメント準優勝 ＴＭテニスチーム）
２位トーナメント
優勝

２位 グッドラック

プラスα

優勝
３位

まりも
準優勝 ＴＭテニスチーム
ピンクパンサー
同 ポケット

チーム・ヘビー

どのチームも和やかに楽しくプレーが出来ました。

テニス協議会総会

決勝トーナメント

１位トーナメント

準優勝

期

日

４月２８日（日）

会

場

青葉の森庭球場・クラブハウス

時

間

午後４時３０分～午後６時
この日は春季テニス大会男子ダブ
ルスの開催日です。試合に参加後
お集まり下さい。女性は男子の応

内

容

援のためにも是非出席して下さい
2012年度総括及び2013年度方針
2012年度決算報告及び2013年度予算

クラブ紹介
ＦＣバルサン

サッカー協議会

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）
千葉県サッカー協議会の会議などに代表者だけ
でなく若い選手もどんどん絡んでいただき盛り上
げていきたいと思っています。

先月号に続いてサッカー協議会加盟チームの紹
介です。 市原・市津運動公園多目的広場でヤン
キースとの入れ替え戦にお邪魔しました。
①チーム（クラブ）名 ＦＣバルサン
②代表者

有吉正祐

③連絡先
千葉市中央区生実町
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）
２０００年に結成されたチームです。その時に
いたメンバーが現在は居ないので、どうしてバル
サンとなったのか不明です。結成してからいろい
ろあったようですが、２００６年から体制を一新

６ 番２ １ 番が
バルサンの選手

して現在のチームの骨格ができました。
メンバーは２１歳から４１歳までと幅広い年代
の人が加盟しています。インターネットで知って

代表の有吉さんは千葉県サッカー協議会の運営

入った人や友達の紹介、学校の同級生など入部に

委員長として、千葉県の取りまとめをしているだ

ついては様々です。毎日曜日が練習日となってい
てもちろん試合も入ります。

けでなく、全国サッカー協議会の役員としても活
躍しています。

チームの構成はトップチームとして２２名、シ

一昨年はフランスのＦＳＧＴ招待のフット・ア・

ニアチームとして６０名、それにマネージャー１
名となっています。

セット大会にも日本代表として参加。海外との交
流経験もあります。昨年は全国フット・ア・セッ
ト大会をフクダ電子スクエアで開催、先日は関東
交流サッカー大会を千葉・青葉の森競技場で開催
するなど、現在大活躍中です。
（編集部 金子）

春季サッカー大会
期

間

３月３１日から７月７日

会

場

千葉市・青葉の森競技場・市原・文
化の森・フクダ電子スクエア

（３月の年間リーグの試合後、２位の賞状を囲
んで

市津運動広場にて）

⑤クラブのアッピール（１３年度の抱負など）

参加チーム
①さむらい
ニーダ

②ＵＲＡＧＡＮＯ
④茂原ＦＣ

⑥ヤンキース

など
③アベ

⑤カメラート

⑦ＣＩＥＬＯ

⑧irruma

２０１２年から現在までタイトルが取れていな
いので今年はタイトルを狙いに行きたいと思って

ttio ⑨ＦＣバルサん ⑩ＦＣＣＲＯ
ＷＳ⑪ワイルドマジョーラ ⑫Ｎｉｋ

います。

ｏＦＣ ⑬ＦＣリベルタ ⑭パルテスー
ル

⑮フェリシッデード

⑯新検見川

『スポーツ界から「暴力指導」の根絶
を～～決意を示し、改革の共同を呼び
かける“つどい”』が開催されました

第１回常任理事会報告
３月１６日（土）後初めての常任理事会が３月

３月３０日（土）武蔵野美術大学新宿サテライ

２５日（水）事務所にて開催されました。
初めに県連盟総会のまとめを行いました。出席

トにて『スポーツ界から「暴力指導」の根絶を～

率６８．７％で昨年の６７．０％より向上したこ

～決意を示し、改革の共同を呼びかける“つどい”』
が開催されました。

と、発言が各代議員からなされ、サッカーの代議
員からは体罰について率直な意見が出されたこと、

この集会はＨ・Ｐ・Ｓ（健康・体育・スポーツ）

行政との交渉が大切との意見が出されたこと等今

ネットワークの呼びかけでおこなわれたもので、

までになく活発な討論がなされたことが確認され

元体育教師、スポーツ団体役員、研究者・弁護士
ら約５０名が参加しました。

ました。
この間の活動では、３月２４日（日）青葉の森

この中で新日本スポーツ連盟の永井 博会長は

競技場で関東ブロック交流サッカー大会が開かれ、

「“愛のムチ”などはありえない」と発言。暴力

千葉からは２チームが参加（ＦＣバルサン・カメ

は人間性と人権を否定する犯罪だとする認識をス
ポーツ界で共有することが大切と強調しました。

ラート）し交流を深めたことが報告されました。
２０１３年度の中心課題であるスポーツ基本法

またスポーツ基本計画で国がメダル獲得数を競

をどう具体化するかについて話し合われました。

技団体に押し付けてきた弊害を挙げ「監督や選手
を追い込み暴力の温床になっている」と批判しま

４～５月にスポーツ基本法について学習するこ
と、施設の拡充も含めてスポーツ予算の増額を求

した。

める署名活動を７～８月に進め、１０月には対県

和光中学校教員の星野 実さんは同校の実践を報

交渉等を行うよう計画をたててはどうかとの話し

告授業第一で部活動は週３日に制限するなかでも
生徒は顧問の作ったビデオを毎日見るなど自分た

合いがなされました。
また他県に学び、シンポジュウムを開催できな

ちで工夫し、都大会で優勝できたと報告しました。 いかとの意見もだされました。引き続き常任理事
そして、指導とは相手をその気にさせること。ノー
と言わせないのは管理であって暴力は指導ではな

会と理事会で具体的に話し合うこととなりました。
更に今年度の活動の重点として、各協議会運営

いと発言しました。

を円滑にするための支援や援助を積極的に行う必

更に暴力問題で揺れる学校現場の実情も紹介さ
れました。教育委員会の体罰調査に「私は用紙を
配れません」と拒否する担任や「何があっても体

要があることから常任理事が運営委員会などに出
席し共に考えあう体制を組む事になりました。

罰はないことにしますから、安心してください」
と話す校長の話もありました。
また体罰を「最後の手段」と正当化する月刊誌
の特集、愛知では体罰で処分を受けた顧問の指導
復帰を求める署名が４万人近く集まったことなど
体罰を容認する雰囲気が根強い事実も指摘されま
した。それに対して、スポーツでも教育でも、暴
力は許されないという姿勢が大切だと強調されま
した。
最後にスポーツ界から暴力「指導」・体罰を根
絶するために広く対話を進め、改革への共同を進
める呼びかけを採択しました。

（常任理事会の様子）

財政については５～６月の各協議会総会後、速
やかに、協議会から分担金を払ってもらうこと。
スポーツ祭典の財政報告用紙の改善点等について
も話し合われました。

賞品は鉢植えのカロライナジャスミン（優勝 チー ム）
スリーダブルス女子卓球大会開催

恒例の女子スリーダブルス団体戦は３月８日
（金）千葉公園体育館で開催されました。

Ｃブロック

今回の参加チームは昨年より若干少なかったもの

Ｄブロック

の１０２チームが参加。３００名を超える参加者
で体育館が一杯になりました。

１位
１位

さくらクラブ（松崎・萩野・高根）
かずさ（C)（郷内・前田・荒巻）

Ｅブロック
１位

シャッフル（山内・軽部・小今井）

Ｆブロック
１位

あすみが丘卓球クラブ（関谷・関谷・田辺）

Ｇブロック
１位

真砂ファイブ（戸田・上村・保田）

Ｈブロック
１位

チェリーズ①（吉田・田中・鶴田）

Ｄランク
Ａブロック
１位

三田クラブ（小松・青柳・目黒）

Ｂブロック
試合は５～６チームによるリーグ戦を行い、優
勝チームと準優勝チームには鉢植えの春の花が贈
呈されました。
結果は以下の通りでした。

Ａランク
Ａブロック
１位 松戸さざんか （木村・月井・鈴木）

Ｂブロック
１位 蘇我プラザ① （新田・梶山・荒井）

Ｃブロック

１位

スーパーボール（堀山・田村・堀川）

Ｃブロック
１位

白ゆりクラブ

（高山・長嶋・小曽根）

Ｄブロック
１位

レンボー（Ｄ）（富永・富山・立木）

初めて３Ｗに出させて貰いました。ブロッ
クで１位になることが出来て嬉しいです。チー
ムのアドバイスが有り、それが大切だと思い
ました。スーパーボール（Ｂ）堀山さん

１位 さくらんぼ （松崎・加藤・中尾）

Ｂランク
Ａブロック
１位 蘇我プラザ②（寺島・伊丹・石坂）

Ｂブロック

ちょうど良いチーム数で滞りなく試合が進
み早く終わって良かったです。床もきれいで
いいですね。（シャッフル） 小今井さん

１位 スーパーボール（小林・島田・里見）

Ｃブロック
１位 蘇我プラザ③（石関・関・柳沢）

Ｄブロック

後半は６チームで２台使用できたので早く
終了出来て良かったです。お世話様でした。
（レインボーＢ）山田さん

１位 ちばキィティクラブ（鯨井・伊賀・月野井）

Ｃランク
Ａブロック
１位 習志野シューダ（小川・杉本・横浜）

Ｂブロック
１位 浦安ＴＴ（村田・川端・長谷部）

参加者のレベルがだんだん向上しており、フル
セットになる試合が多く、特にＡランクでは素晴
らしい試合が続きました。Ａブロック最後の決勝
は７時近くになってしまいました。

４・５月行事予定
４月 ７日（日）野球協議会リーグ戦
春季サッカー大会
４月１４日（日）野球協議会リーグ戦
春季卓球大会

５月

３日（休）野球協議会リーグ戦

５月

４日（土）野球協議会リーグ戦

５月

春季テニス大会
５日（日）野球協議会リーグ戦

４月２０日（土）春のバレーボールフェスティバル

市原オープンダブルス大会(卓球）

４月２１日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

４月２７日（土）春のバレーボールフェスティバル
４月２８日（日）野球協議会リーグ戦
春のバレーボールフェスティバル

春季テニス大会
春季サッカー大会

５月 ６日（休）野球協議会リーグ戦
５月１２日（日）野球協議会リーグ戦
春季サッカー大会
５月１９日（日）野球協議会リーグ戦
５月２６日（日）野球協議会リーグ戦

ランニング総会 ４月２５日（木）

春季サッカー大会

卓球協議会総会 ４月２７日（土）

春季テニス大会

テニス協議会総会４月２８日（日）

サッカー協議会総会

５月１１日（土）

第47回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過
○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－３（だれも球場に来ない場合）※雨天中止

