
６月９日（日）第４９回千葉県スポーツ祭典の

一大イベントである陸上競技大会が千葉市稲毛区・

千葉県総合スポーツセンター陸上競技場で開催さ

れました。昨年と比較して１５０名余の増加。

好天にも恵まれ、フィールド・トラックの６種目

１９の大会新記録を含め好記録が続出しました。

（中学女子１００ｍ決勝のスタート）

今年の特徴は何と言っても「ＮＩＳＨＩ」の情

報伝達システムを導入したことです。従来の方法

は競技者係から「流し」と言われる紙ベースのス

タートリストが出発係・アナウンサー等の関係先

に足で運ぶ、まさしくマンパワーが必要でしたが、

この方式は各ＰＣ端末が関係先に設置され、エン

トリー情報入力と同時に関係先に情報が流れ、リ

ザルトもフィニッシュとほぼ同時に確認できる代

物。おかげで大会運営もスムーズに進行。

そのためか、フィールド・トラックとも大会記録

が続出しました。

フィールドでは男子・女子走り幅跳び、男子三

段跳び。トラックでは壮年男子１５００ｍ館山市

陸協 鈴木裕行選手4分13秒78の大会新記録等。

一番恩恵を受けたのは何と言ってもアナウンサー。

「レースの実況に、リザルト発表に、有効に活用

できました」とのこと。今後この運営方法が定着

できれば大会運営にも大いに寄与するのではない

かいと感じました。

競技は朝９時半の一般男子４００ｍ予選から始

まり、フィナーレの１マイルリレーまでびっしり

のスケジュール。途中の揃いのＴＥＥシャツでの

参加した（法典陸上クラブ）小学男子・女子１０

００ｍはまるで「小運動会」の態となった競技も

ありましたが、本大会は新日本スポーツ連盟のス

ローガン「いつでも、だれでも、どこでもスポー

ツを」を具現しながら運営してきたことからも、

小学生からベテランまで自由に参加できる大会と

して今後も続けていけるよう連盟としても努力し

ていきたいと思います。

（副理事長 園川 峰紀）
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６５６名（昨年比１５０名増）の参加 大会新続出！！
第４９回千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会開催



３月の総会後、初めての理事会が６月２６日

（水）千葉市・穴川コミュニティセンターで開催

されました。

会議には理事長以下１３名の理事が参加。総会

以後の活動報告と総会で確認された方針の具体化

及び当面の活動について論議がなされました。

（正面左が浅沼理事長 中央司会は園川副理事長）

初めに金子事務局長から４月から５月にかけて

ランニング、空手、テニス、サッカー、バレーボー

ル、卓球の各協議会総会が開かれ、それぞれ活動

方針に基づいて現在順調に大会等の運営がなされ

てる事、５月２６日（日）には２２００名余の参

加者で青葉の森リレーマラソンが好天に恵まれ無

事終了した事などの活動報告がありました。

組織状況では現在２０２クラブ１８３８名でし

た。野球、サッカー、スキーの人数が報告されれ

ば昨年並みになるものと思われますが（昨年は21

5クラブ3310名）卓球を除いた協議会で若干の減

少が見られています。今日の厳しい労働条件や経

済状態が団体種目にじわりと影響を及ぼしている

のではないかとの意見が出されました

「スポーツのひろば」誌は年度末で減誌がでた

ものの空手関係で２部の増誌があり、現在２部の

贈呈を含めてちょうど１００部となっています。

討論ではスポーツ基本法の具体化について計画

案が出されました。署名活動では３０００名の署

名を各大会で集めること。９月１４日（土）に

千葉市民会館で全国連盟副理事長の青沼俊之氏を

講師に学習会を開催すること。また１０月下旬に

千葉県及び千葉市に懇談を申し入れることが確認

されました。

第４９回千葉県スポーツ祭典については統一ビ

ラについて幾つかの種目に訂正する項目が出たた

め改めて急いで作成し直すことになりました。

当面の活動についてはミックスバレーボール協

議会の立ち上げを探ろうと６月１８日（木）に事

務所にて関係者に集まって貰い話し合いをするこ

とが確認されました。担当は園川副理事長。

最後に反核平和マラソンの参加者を増やす努力

が必要なことを確認しました。

次回の理事会は１１月２７日（水）となります。

昨年成立した「スポーツ基本法」の具体化を図

るために連盟として何か行動を起こす必要がある

のではないか？との総会後に行われた常任委員会

で議論されました。

千葉県のスポーツ予算は、全予算に占める割合

で０．００７%。１０年前と比較してもその割合

は減少するばかり。千葉県教育庁が発表している

スポーツ方針は一見すると素晴らしいことが書い

てあります。しかし、財政裏づけはなく絵に描い

た餅同然！さらに、千葉県が所有するスポーツ施

設は老朽化が目立ばかり。一方、千葉市内各地に

市所有スポーツ施設が点在していますが、運営は

第三セクター管理となり利用するにも利用者本位

ではないことが多いですね。

県や市に要求を表明するためにも署名を集めま

しょう！この秋にはこの署名をもって県教育庁と

懇談会を開く予定です。各競技大会に参加するス

ポーツ愛好者皆さんに訴え、スポーツ予算を増や

して！スポーツ施設を利用しやすくして！の声を

集めてください。

具体的な要請項目は以下の内容となっています。

①スポーツ予算の増額を図ること。

②スポーツ施設を増設すること。

③スポーツ施設の使用料を下げること。

④スポーツ愛好家が利用しやすいスポーツ施設

利用規定にすること。

第１回理事会報告

スポーツ予算を増やして！スポーツ
施設を利用しやすくして！

今千葉県連盟では署名活動を始め

ています！



千葉県空手協議会主催の春季空手大会は６月２

日（日）千葉市・宮野木スポーツセンター体育館

で開催されました。

例年、新日本スポーツ連盟の大会は春・秋とも

「形競技」と「組手競技」の２種目を行っていま

したが、全日本空手道連盟の審判方法が改正され、

新しい判定方法に熟知した審判員の確保が難しい

との判断で、春は形競技、秋は組手競技を中心に

行うことになりました。ただし、団体戦について

のみ組手競技を開催。昨年に続き葵塾が他の団体

を制し優勝しました。

（団体戦優勝 葵塾 山脇・勝田・石渡）

（団体戦準優勝 絋武会 菊田・飯田・上原）

試合の結果は以下の通りでした。

幼児・小学１年の部

優 勝 小出悠翔（納侍塾）

準優勝 中尾莉歩（拳夢館）

小学２～３年初級の部

優 勝 三國颯大（拳夢館）

準優勝 安井桜良（絋武会）

小学２年の部

優 勝 菊田大翔（絋武会）

準優勝 西田侑生（絋武会）

小学３年生の部

優 勝 藤田稜平（葵塾）

準優勝 石澤哲成（絋武会）

小学４～６年初級の部

優 勝 安井穂乃香（絋武会）

準優勝 友納碧優（袖ヶ浦拳友会）

小学４年の部

優 勝 飯田颯斗（絋武会）

準優勝 高橋琉稀（絋武会）

小学５年の部

優 勝 溝下陽龍（絋武会）

準優勝 山本雄大（絋武会）

小学６年の部

優 勝 高山 悠 （国武館）

準優勝 永野聖怜（国武館）

中学生の部

優 勝 高木大聖（真心会）

準優勝 内山 翔 （拳身会）

一般有級の部（男女）

優 勝 妹尾 淳 （真心会）

準優勝 井上 享 （真心会）

一般有段の部（男女）

優 勝 高木和史（真心会）

準優勝 新井千絵（真心会）

個人戦

形競技

団体戦

組手競技

優勝 葵塾（組手団体戦）
空手協議会 春季空手大会を開催



１１回目となるシニア団体戦は６月２２日（土）

青葉の森公園テニスコートで開催されました。

今回は６名の合計が男子３８０歳、女子３５０

歳以上でチームを編成しなければならない事から

今春１月のシニア団体戦に比べると参加団体は少

なかったものの男子・女子共に４チームが参加、

和やかな中にも白熱した試合が展開されました。

男子は優勝がスマートテニスＡ、準優勝がスマー

トテニスＢ、第３位ｎｎｐ、第４位がチーム春木

でした。

（男子優勝 スマートテニスＡの皆さん）

男子

団体戦

女子は冨田登喜子さんを中心メンバーとするサ

ンライズが女子の出場制限年齢をはるかオーバー

する３８５歳と最高年齢チームでありながら若さ

溢れるパワーで他の３チームを寄せ付けず、最後

はポケットを制して優勝しました。

準優勝 ポケット

第３位 まりりんず、第４位 ブレンド・Ｔで

した。

（女子優勝 サンライズ 一番右が冨田さん）

女子

団体戦

なお、試合は１セットマッチ６－６タイブレー

ク方式で行われました

なお、この日は同じ青葉の森公園テニスコート

で「チーム対抗テニス大会」も行われました。

試合は男子ダブルス、女子ダブルス、そして混

合ダブルスの順で行われ３～４チームのリーグ戦

の後、１位決定戦、３位決定戦が行われました。

結果は下記の通りでした。

優 勝 フレームショット

準優勝 チーム飛鳥

第３位 ラーメン研究会

第４位 テニスＢレッド

そして ミッドナイト２，テニスフリーク、テ

ニスＢと続きました。

６人の年齢合わせて３８５歳が優勝（女子）
第11回シニアテニス大会・団体戦を開催

千葉県テニス協議会



前号に続き卓球のクラブを紹介します。

５月、松戸市運動公園で開催された関東オープン

団体戦に出場したクラブです。前号で紹介した富

士電機クラブとの試合の写真を掲載しました。

①クラブ（チーム）名 ナイスミート

②代 若林シゲ子

③連絡 松戸市仲井町

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）

名前の由来は私（若林）が松戸に越して来て、

卓球のおかげで皆さんとの「良い出会い」があっ

たことから生まれたチーム名です。また、ラケッ

トの芯にボールが「ナイスミート」すればナイス

プレーで一本取れると言うイメージも込められて

います。

（ナイスミートの皆さん 中央が若林さん）

チームの特徴は元気で笑顔で卓球を楽しみ仕事、

家事、子育てのエネルギーを生み出すことです。

練習日程は不定期です。チームの人数は８名。

⑤クラブのアッピール（１３年度の抱負等）

心を一つにして試合に挑むことです。勝はみん

なで喜び、負けはみんなで次の糧にしています。

今日、ラケットを持てる事に感謝するようにして

います。

体育館の様子

（当日）

⑥その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待すること等）

どこに行ってもラケット一つあれば友はすぐ

に出来ることに感謝。卓球を続けていて良かっ

たと思いました。

これから高齢化社会に向けて、体を動かし、

楽しんで、笑顔になれるスポーツは人生を豊かに

します。連盟のさまざまな行事をお示し、運営に

皆の幸せが増える気がして感謝申し上げます。

（左側 横須賀・中村組 審判は中村さん）

（左側 若林さん シングルス ）

クラブ紹介

ナイスミート
千葉県卓球協議会

第49回千葉県スポーツ祭典
卓球大会 個人戦

期 日 ８月２５日（日）９時受付開始

会 場 千葉市・ポートアリーナ

内 容 ①全国大会予選会

一般個人戦 年齢制限なし

年代別個人戦

３０代～７０代Ｌ・Ｈ

５歳毎に区分け ８０歳以上まで

②オープン大会

ランク別 Ａ・Ｂ・Ｃ（リーグ戦）

参加費 一人 １０００円

受付開始 ７月８日 受付締切 ８月３日



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

▼勝点０ ★勝点－１（審判遅刻・欠席）◆試合放棄勝点－３（誰も球場に来ない場合）※雨天中止

７月 ６日（土）祭典・テニス大会（一般）

７月 ７日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

７月１４日（日）野球協議会リーグ戦

東日本サッカー大会

祭典・テニス大会（一般）

７月１５日（日）反核・平和マラソン

野球協議会リーグ戦

７月２１日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会（開幕）

祭典・テニス大会（一般）

７月２８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（一般）

８月 ４日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

８月１０日（土）祭典・テニス大会（予選会）

８月１１日（日）野球協議会リーグ戦

８月１８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

８月２５日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・卓球大会（個人戦）

祭典・テニス大会（予選会）

祭典・サッカー大会

８月３１日（土）祭典・テニス大会（予選会）

第６回全国理事会 ８月２４日・２５日

県・常任理事会 ７月２４日・８月２８日

第４６回全国軟式野球大会・千葉県大会途中経過

７・８月行事予定


