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優 勝旗 は 福井 電機へ
千葉県野球協議会

第４７回全国軟式野球大会千葉県大会は３月１

njsf1970chiba@gmail.com

リーグ戦

終了

加し試合を決めました。一部優勝の千葉北ＢＵＬ

０日に開幕し、９月２３日決勝トーナメント戦開

ＬＳはリーグ戦の闘いができず敗退しました。

催され全日程を終了しました。
決勝トーナメント戦は好天に恵まれ野球日和と

準決勝第２試合はリコージャパン千葉対福井電機
の対戦となりました。福井電機は先頭打者が初球

なりました。一部優勝の千葉北ＢＵＬＬＳ、２位

をライトスタンドへ放り込み先制。２番打者がエ

の福井電機、２部優勝のリコージャパン千葉、３
部・４部のプレイオフ覇者のカンダ事務機ヘリオ

ラーで出塁し盗塁と３番のレフト前ヒットと４番
のショート頃の間についかてんあを挙げました。

スの４チームが決勝トーナメント戦に進みました。 ２回には３塁打２本で加点しました。３回にはラ
イトのエラーとヒット３本で３点追加しました。
５回に相手アラーに絡めて１点をあげ７点差と
しました。対するリコージャパン千葉はヒット
１本に抑えられ完敗しました。
決勝はカンダ事務機ヘリオスの先攻で始まり、
準決勝２試合と違い緊迫した投手戦となりまし
た。カンダは１・２回は三者凡退、３回には１
死からヒットが出ましたが後続なく無得点。そ
の後３人ずつに抑えられチャンスを作ることが
できません
（優勝 福井電機の皆さん）

でした。

決勝第１試合はカンダ事務機ヘリオス対千葉北

後攻の福井

ＢＵＬＬＳとなりました。先攻のカンダ事務機ヘ
リオスは先頭打者がセンター前ヒットで出塁し２

電機は１・
２回４球の

番が送り１死２塁とし、３番が４球、ダブルスチー

走者を出す

ルで１死２・３塁とした後４番も４球で１死満塁
からパスボールで先制点を挙げました。その裏千

も無得点。
４回２死か

葉北ＢＵＬＬＳも先頭打者がレフト前ヒットで出

ら６番打者

塁し２番が送り１死２塁としましたが後続がなく

がセカンド

同点機を逸しました。２～４回は両チームとも無
得点で、５回カンダ事務機ヘリオスは先頭打者が

内野安打で出塁し７番が左中間の３塁で先取点を
あげました。５・６回にもヒットで走者を出すも

サードゴロエラーで出塁し、２番が送り３番のラ

後続をたたれましたが継投でカンダ事務機ヘリオ

イトオーバー、４番のレフトオーバーの２塁打、

スを完封し念願の初優勝を遂げ関東大会に駒を進

６番のセンター前ヒットで３点追加しました。
６回にもヒットに２盗塁、エラーＷＰで２点を追

めました。

（準優勝

カンダ事務機ヘリオス）

大活 躍

理 系男子 （男 子 ・ 女 子）

千 葉 県 スポーツ 祭 典 ・バ ドミ ントン大 会 を 開 催
９月７日（土）千葉県スポーツ祭典・バドミン
トン大会が千葉公園体育館にて開催されました。

女子２ 部 １位ト ーナ メン ト
優 勝 古川・沼田組 （印西・市川）

この大会は１２月７日（土）・８日（日）愛知

準優勝

服部・高尾組

県名古屋市で開催される全国競技大会の県予選会
を兼ねて開催されたもので、男子・女子のダブル

第三位
第四位

高橋・五十川組（理系男子）
濱・岡田組
（神田外語大学）

ス戦がおこなわれました。

女子３ 部

定数を超えて集まるいつもの団体戦と違って参

優

勝

（Ｂａｄｋｋｕｍ）

１位ト ーナ メン ト

横山・若林組（船橋啓明高校）

加者は昨年並みの男子３１ペア、女子２４ペアで
した。このため男女とも１部～３部に分かれ、リー

準優勝
第三位

石井・吉田組（ＲＵＳＫＡＲＵ’Ｓ）
柳田・児玉組（稲毛）

グ戦の後、順位トーナメント戦を行いました。

第四位

浅野・藤井組（成東高校）

理系男子の
夏の暑さが残る中での苦しい試合の連続で
したが、様々の方とバドミントンを通じて交
流することが出来て良かったです。１２月の
全国大会では「千葉県の風」を巻き起こして
優勝を狙います。戸田・赤石組（理系男子）

（８面を使用してのリーグ戦）
試合結果は下記の通りでした。
男子 １部《 リー グ戦の み》

優勝できて嬉しいです。いつも中途半端で
負けてしまっていたのですが、今日は納得の
いく試合が出来て良かったです。これからも

優 勝

戸田・赤石組（理系男子）

努力を重ね、いろいろな大会で優勝を掴める

準優勝

小林・小泉組（理系男子）

ようにしたいです。横山・岩林組（啓明高校）

第三位 清水・阿部組（シャトルメイト）
男子 ２部 １位 トーナ メン ト
優 勝

外山・堀越組（理系男子）

準優勝

伊藤・関組 （神田外語大学）

第三位
第四位

皆さん
男子１部優勝
（左の二人）準

川島・杉町組（印西・市川）
伊藤・高橋組（フジクラ）

男子 ３部

優勝（右の二人）

１位 トーナ メン ト

優 勝
準優勝

柳沢・藁科組（Ｂａｄｋｋｕｍ）
井出・原組 （フジクラ）

第三位

橋本・小出組（まんぼう）

第四位

江崎・江本組（成東高校）

伊藤・常守組

（ 全国 大会 に は
シニアＡで出場）

女子 １部《 リー グ戦の み》
優 勝

戸田・柴田組（理系男子）

準優勝

徳竹・米田組（三浦会）

第三位

篠塚・岩田組（シャトルメイト）

『地域のスポーツ活動を前進さ
せるために スポーツ基本法を
学び活用しよう。』
＝ スポ ー ツ 基 本 法学 習 会 を 開催 ＝

年のユネスコで採択された「体育・スポーツ国
際憲章」や「オリンッピク憲章」でスポーツ権
が明記されてから相当の年月がかかり、やっと
２０１１年に基本法が成立したことは遅ればせ
ながら喜ぶべきことである。新日本スポーツ連
盟が世界に先駆けて１９６５年に結成された時

スポーツ基本法が成立し、それに則り昨年の４

に「スポーツは万人の権利」を掲げてから４６年

月から「千葉県体育・スポーツ推進計画」が策定
されているなか、「地域のスポーツ運動を前進さ

を経ての基本法の成立は万感の思いもあるし、基
本理念に賛同しその実現に向けて積極的に取り組

せるためにスポーツ基本法を学び活用しよう」と

んでいきたい。

武蔵野美術大学教授（新日本スポーツ連盟副理事

スポーツ基本法の条文についての問題点・課題

長）青沼 裕之氏を講師に招いて千葉県スポーツ について、第３条・第４条で、国と地方公共団体
連盟主催のスポーツ基本法の学習会が９月１４日、 がスポーツ権の実現に向けて責務を有することに
千葉市民会館において開催されました。

なった。第５条でのスポーツ団体は国・地方公共

学習会には野球・サッカー・テニス・卓球・ラン

団体の責務と異なり努力事項となったことはスポー

ニング・スキー・空手関係者１５名が参加しまし
た。以下、氏の講義内容から、感じ入ったところ

ツ団体の自主性を重んじるという理由から評価で
きる。ただ自主的に決定した課題や活動を国や地

を紹介したいとおもいます。

方公共団体が支援する項目が書き込まれるべきで
ある。第１２条のスポーツ施設等の整備では利用
者の需要に応じた施策を講じなければならないと
している点、この条文を盾に交渉する必要がある。
第３３条・３４条の国や地方公共団体の補助につ
いては「予算範囲以内においてその一部を補助す
ることができる」と必要施策を講ずる努力の文言
より後退している。以下割愛するが
スポーツ権を実現するためにスポーツ基本法の修
正・充実をめざすものとして
①

（講演する青沼裕之氏

中央）

すべての自主的なスポーツ組織の公認と財政
援助を可能にする条文を書き加える。

まずは、表題にあるように、氏は新日本スポー
ツ千葉県連盟の運動を前進させるために、スポー

②

スポーツ施設の改修・建設のための公的財源
を国が補償していく個別法が必要。

ツ基本法の基本理念と基本的施策について検討し

③

将来的には地方自治体への権限と財源の委譲

課題を明確にしていくこと、また基本法の実質化

を実現した上で、地方自治体による公的財源を

のためにスポーツ連盟の前進が重要としています。
次にスポーツ基本法について、農業基本法や教

保障する条例も必要である。
青沼氏の講演の概略しか示せなかったがこれを

育基本法などと同様、スポーツが基本法として位

参考に今後の対県・市の交渉におおいに役立てた

置づけられたことは憲法の精神を生かすための重
要な位置にある法律だということ。従前の１９６

いと思います。

１年に制定された「スポーツ振興法」は教育基本
法の下位法である社会教育法のなかで位置づけら
れた法律であった。このことからしてもスポーツ
振興法の改定どころか全面創設ともいえるもので
あろう。
スポーツ基本法の基本理念として「スポーツ権」
が明記されたことが最大の特徴である。１９７８

（文責

浅沼義明）

スポーツセミナー報告
千 葉 県 野球 協議会

田久保 孝一

第７回常任理事会報告
９月２４日(水)に行われた常任委員会は、「９

今年のスポーツセミナーは９月２６日～２７日
岩手で開催。千葉県野球協議会に加盟している

月の活動報告」が行われた後、９月１４日(土)開
催した「スポーツ基本法学習会」の総括が行われ

『勤医協』監督の田久保 孝一さんが千葉県連盟

ました。

を代表して参加しました。参加した感想をお寄せ
頂きました

金子事務局長より、「参加が１５名で、目標の
２０名に届かなかったが、常任理事・理事・各種
目の運営委員に葉書にるより宣伝普及に努めるこ

秋晴れの盛岡「スポーツセミナーｉｎ岩手」
に参加してまいりました。
開校式では和食理事長からスポーツの持つ

とができた。各常任委員より、次のことが総括と
して確認され、今後の取り組みの基本的な立場が
明確になりました。（詳しくは学習会 報告記事 参照）

すばらしさとは何か 、開催主管地の元気な
様子そして参加者の期待感が話されました。

・本学習会の開催に当たって多くの連盟加盟員に

１日目の講義は富士大学教授で硬式野球部

広めることができた。
・日頃行っているスポーツ連盟の活動がスポーツ

長の高橋薫先生の講義でした。富士大学は全
日本大学野球選手権で準優勝。その強さの秘
訣は「チーム全体に文武両道の精神を身に付
けさせること、選手各人の能力と知力をいか

「スポーツ基本法の具体化のための取り組み」を

基本法の具体化の運動に繋がっていることを改め
て確認することができた。
・地方自治体が「スポーツ連盟」を「体育協会」

に引き出し、自信をつけさせるを指導してい
る」との事でした。

と同じように、きちんとスポーツ団体として尊重

夕方からの交流会では「盛岡さんさ」の踊

・「スポーツ基本法」は憲法の精神を生かすため
の重要な位置にある法律であり、憲法と個別法を

りと太鼓の演出がありました。
そして3.11大震災の体験談では、瀬川悦司
岩手県連盟理事から、目の前で起こった衝撃
と悲しみの報告があり、参加者全員涙をこら

するように交渉する必要があることが分かった。

繋ぐ憲法に次ぐ上位法であることが分かり、「ス
ポーツ基本法」は憲法に次ぐ重要な法律であるこ
とが分かった。

えてお聞きしました。
翌２９日は岩手大学、立身正信先生の講義

・スポーツ施設、スポーツ予算の拡充を求める運

「生涯スポーツと健康」でした。先生は年と

がることになる。現在の署名が約４００筆で、交
渉までに５００筆は集めることが確認された。懇

ともに体力は衰えるが、ころぶことの危険性

動が「スポーツ基本法」の具体化の取り組みに繋

を警鐘、寝たきりにならないためにも、強く
て柔らかい足腰・平衡感覚を保つことの大切

談会の要請文書を早急に作成し、９月中に県知事

さを強調されました。講義の後、全員で太極

その他の報告
１、サマーセミナーに野球協の田久保さんを派遣

拳の実技がありました。ゆったりと静かな動
きの中でも、下半身の筋力を使ったためうっ
すらと汗をかくほどでした。
二日間にわたり沢山の参加者の方々のお話

並びに千葉市長に提出することになった。

することに決定しました。
２、１０月２６日（土）に「ウォータム交流ウォー
クin千葉」が谷津干潟で開催される。常任理

を聞くことが出来ました。
とても楽しいセミナーでした。

事として秋本さんが担当し、千葉の参加者を

これから先、新日本スポー

好家が増えてきているので、千葉でも協議会
が結成できないか検討することになりました。

ツ連盟の伝統をどのように継
続、発展させれば良いのか考
えさせられたスポーツセミナーでした。

集約することになりました。ウォーキング愛

３、「ひろば誌」購読が現在１００部の現状です。
常任理事が拡大誌を１部持ち歩き宣伝・普及
に努めることになりました。

クラブ紹介

テ ル ク
千葉県野球協議会
９月号に続いて今月号も、８月１８日（日）千
葉県軟式野球場にてインタビューした「テルク」
を紹介します。
①クラブ名 テルク
②代表者名

瀬木

③連絡先

千葉市美浜区高洲

潤

紺色のユニフォーム若々しいチーム
猛暑のなか試合が始まりました。４部リーグ最終
戦。これで勝てば５勝５敗となる試合です。
打線が好調で、４回コールド勝ちをすることが
できました。

千葉県スポーツ祭典卓球大会個人
戦

オープン大会の結果
８月２５日（日）千葉県スポーツ祭典・卓球大
会個人戦が開かれました。全国大会の予選会とし
て開催しましたが、オープン大会も開催。男子・
女子合わせて１２９名が参加しました。

女子
Ａ ラン ク
楠原
Ｑ「テルク」はどのようにしてできたチームです
か。

憧子（赤翔馬）

Ｂ ラン ク
Ａブロック

佐近恵美子

（幸）

会社の仲間が集まって作ったチームです。

Ｂブロック

若林シゲ子

（ナイスミート）

現在１３名で結成していています。仲が良く、
積極的なプレーを信条としています。

Ｃブロック
Ｄブロック

青木
吉岡

利子
一恵

（ＡＯＫクラブ）
（茂原クラブ）

Ａブロック

中村千賀子

（ナイスミート）

Ｂブロック
Ｃブロック

橋本 良子 （パンジー）
小曽根すゑ子（白ゆりクラブ）

「ともかく楽しくやろう」がモットーです。

Ｄブロック

石橋

Ｑスポーツ連盟への要望があったら聞かせてくだ
さい。

Ｅブロック
Ｆブロック

木村二三子
松崎美佐子

過去の高校球児もいて、元気いっぱいのチーム
です。普段の練習はなかなかできず、試合が練
習になっています。
Ｑ「テルク」のモットーは何ですか。

Ｃ ラン ク

淳子

（幸）
（クローバー）
（カトレア）

設備の整った野球場でプレーしたいですね。
トイレがない球場、水道がない球場、自動販売

予 選 会も 含 め て

機がない球場があります。ぜひ、当局へ要望が
出せたらいいと思います。

４７台で進行し
ました 。

１０・１１月行事予定
１０月 ６日（日）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦

１１月

３日（日）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦

東日本サッカー大会

サッカー協議会リーグ戦

鈴木杯テニス大会
１０月 ９日（水）関東レディース卓球大 会

１１月

４日（休）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
鈴木杯テニス大会（団体戦）

１０月１３日（日）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦

１１月１０日（日）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦

祭典・バレーボール大会
サッカー協議会リーグ戦
１０月１４日（休）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦

鈴木杯テニス大会
１１月１７日（日）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
１１月２４日（日）関東ﾌﾞﾛｯｸｼﾆｱサッカー大会

１０月２０日（日）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
サッカー協議会リーグ戦
１０月２６日（土）ｳｵｰﾀﾑ交流ｳｵｰｷﾝｸﾞin千葉
１０月２７日（日）祭典・野球協議会ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦
サッカー協議会リーグ戦
１０月２９日（火）松戸レディース卓球大会

サッカー協議会リーグ戦
１１月３０日（土）鈴木杯テニス大会
ス ポーツ基本 法実現に向 けた環境整 備の懇談会

千葉県

１１月

千葉市

１１月１４日（木）スポーツ振興課

１日（金）教育庁体育課

※ 現在署名は 約４００筆 となりまし た。

第３７回全 国選 抜野球 大 会千 葉 県 大 会・ 途中 経 過

