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パルテスール

千葉県スポーツ祭典・サッカー大会閉幕

今年の千葉県スポーツ祭典サッカー大会は７月

決勝戦は１１月１０日（日）市原臨海競技場で行

２１日（日）市津運動公園でのアベニーダ対ＨＥ

われました。

ＬＬＣＡＴの試合で開幕しました。大会は３ブロッ
クでリーグ戦を行いました。リ ーグ 戦の 結果

試合は若さあふれるカメラートが押し気味でし
たが、パルテスールはカメラートのパスの乱れを

Ａリーグ

突き前半１点を先取。後半も巧みな試合運びで１

１位 ＦＣバルサン３勝１敗０分
２位 ヤンキース ３勝１敗０分

得失点差12
得失点差10

３位 URAGANO

３勝１敗０分

得失点差 4

４位 CIELO

１勝３敗０分

得失点差-11

５位 新検見川
Ｂリーグ

０勝４敗０分

得失点差-15

１位 アベニーダ

２勝０敗１分

得失点差 6

２位 HELLCATS
３位 FCリベルタ

２勝１敗０分
１勝２敗０分

得失点差-1
得失点差 2

４位 FC CROWS

０勝２敗１分

得失点差-7

１位 さむらい
３勝１敗０分
２位 パルテスール３勝１敗０分

得失点差 8
得失点差 6

３位 カメラート

２勝１敗０分

得失点差 1

４位 ﾜｲﾙﾄﾞﾏｼﾞｮｰﾗ １勝３敗０分

得失点差-4

５位 Niko FC
１勝３敗０分
トー ナメン ト戦 の結果

得失点差-11

点を追加し２対０で勝利を確実なものにしました。

Ｃリーグ
（優勝

パルテスール

11名で優勝？）

第１ 回戦
アベニーダ対ヤンキース
パルテスール対HELLCATS

勝 アベニーダ
勝 パルテスール

URAGANO対さむらい

勝 さむらい

ＦＣバルサン対カメラート

勝 カメラート

準決 勝戦
アベニーダ対パルテスール

勝 パルテスール

さむらい対カメラート

勝 カメラート

決勝 戦
パルテスール対カメラート

（準優勝 カメラート）
サッカー協議会は秋のスポーツ祭典の後、加盟
チーム１６チームによるリーグ戦を１０月１３日
より来年３月３０日まで１９日間、７会場で試合

勝 パルテスール

を楽しんでいます。

久々の対県 （千 葉県教 育 庁体 育 課 ） 交渉 を実 施
～～～～予定時間をオーバーしての懇談会～～～～～
11月1日（金）午後、千葉県教育庁で今年の総
会で確認された「スポーツ基本法を具体的に連盟
活動に体現する施策」の具体化の第3弾！対県
（窓口は教育庁）交渉を行いました。ちなみに第
1弾は9月14日に実施の「スポーツ基本法学習会」。
第2弾は現在取り組んでいる「対県及び対市への
スポーツ予算増額要請署名」の集約です。

（教育庁）老朽化が進み故障が多いと聞いてい
る。大規模修繕時に改善したい。現段階は
指定管理者に申し入れてほしい。
◎体育館
（連盟）照明が暗い。改善してほしい。特にフ
ロアの周辺部が暗い。卓球等では難儀だ。
（教育庁）ご指摘のとおり。構造上改善は難し
い。簡易な方法があれば対応を考える。
（連盟）音響設備にも改善がほしい。2階席に
声が届かない。
（教育庁）改修時に必要であれば対応したい。
◎陸上競技場（第１）
（連盟）排水溝の改善。ナイター設備化（写判
用の照明設備を含め）。スタンド屋根の拡張
化等の実現性はいかに？
（教育庁）要望については理解する。スタンド
は10年前に工事を実施しているので現段階で
は難しい。平成27年度が第1種競技場の更

（右側 教育庁関係者 左側 連盟関係者）
教育庁からは北林体育課副課長以下4名。連盟か

新時期となる。その際クリアしなければな
らない事項をチェックして検討したい。

ら浅沼理事長以下3名で臨みました。冒頭、皆さ

◎ラグビー場／サッカー場

んの協力を得て当日までに集約した「スポーツ予
算の増額を求める要請署名434名分」を浅沼理事

（連盟）Ｂグランドの屋根の設置を検討してほ
しい。

長から北林副課長に手交。ついで金子事務局長か

（教育庁）検討したい。

ら連盟の歴史、活動状況などを説明。その後予め

◎宿泊研修所

伝えてあった議題（詳細は以下）に沿って教育庁
からの回答、質疑応答で進めました。

（連盟）照明設備の改善を行ってほしい。特に
第３研修室の照明の改善を。

初めての試みでしたが、当初30分程度という予

（教育庁）単純に増やせばいいが具体的には改

定を大幅に超え1時間余という懇談会となりまし

修時の検討課題としたい。

た。県としても私たちの声を聴くという立場で応
対してもらえたことは評価したいと思います。終

（ ２） 県立の スポ ーツ 施設増 設計 画につ いて
（連盟）現有の施設以外に新たな県立のスポー

了時に今後年1回程度の懇談会を行えるようより

ツ施設の計画がないか？現有施設はいつも満

計らい願いたい旨申し入れましたが、特段拒否反
応もなく再度の機会を設けることには異存ないと

席状態で利用が難しい状況である。
（教育庁）現在増設計画はない。県所有の施設

受け止められました。なお、連盟では第4弾とし

は、天台・東総の総合スポーツセンター・新

て対市交渉を11月14日におこないました

習志野国際水泳場・若葉区所在ライフル射撃

懇談会でのやり取りは次のとおりです。
（１） 天台 総合ス ポー ツセ ンター 再整 備
◎野球場
（連盟）電光掲示板の取り扱い方法をわかりや
すくしてほしい。

場の4か所である。
（ ３） 施設優 先利 用団 体とし ても らいた い
（連盟）スポーツ基本法に明記されているスポー
ツ団体との協働が重要であるとの観点から、
新日本スポーツ連盟を施設優先利用団体に

してほしい。特に全国大会として開催予定の
大会での優先使用確保を教示願いたい。
（教育庁）新スポ連の各行事に教育庁も後援し
ている事実からスポーツ団体として認識して

と、バレー協からは関東ブロック大会を東金アリー
ナで開催したこと、空手協では審判講習会を実施
した等の報告がありました。
討論では今年度の重要課題である、対県交渉と

いる。優先使用については従来からの方針に 対千葉市交渉の特徴について話し合われました。
沿って調整会議で調整する等で対応している。 県も市もスポーツ連盟に対しては高体連や体育協
（４） スポ ーツ予 算増 額に ついて

会に準ずるスポーツ団体として認知しているとの

（連盟）アクアマラソン等イベントよりも日常
スポーツ活動への予算増額を望みたい。

回答がありました。特に千葉市では全国大会開催
にあたり優先使用団体として、会場の確保に努め

（教育庁）予算265万円余を利用して新規事業

るとの回答もありました。県・市とも今後も毎年

等（幼児期体力づくり・トップ選手を招いて

話合いを継続することも確認しました。

のコーチング・県体協サブイベント等）を企
画・実施。県民のスポーツ要求にこたえる努

続いて県連盟総会について討論しました。代議
員の選出基準については各協議会の実情に合わせ

力を行っている。

例年より若干代議員を減らすことが決まりました。

（連盟）県民のスポーツ要求を伝えるホットラ

また、総会に先立ち役員検討・選考委員に浅沼

インの設置を考慮願いたい。
（教育庁）市施設との関係もあるが県体育課を

理事長・園川副理事長・金子事務局長・日野事務
局次長、脇村理事、逸見理事の各氏を選出しまし

窓口としていただきたい。

た。第１回の会合は１２月１２日（木）に開催す

なお、連盟では第4弾として対市交渉を11月14

ることになりました。
スポーツのひろば誌の普及・宣伝については野

日におこないました。 交 渉 の 内 容 に つ い て は

球関係で２部、卓球関係で１部の増誌がありまし

次号（ １月 号）に 掲載 しま す。

たが、引き続き努力することが話し合われました。。

第 ２回 理事 会報 告

当面の活動としては、2014年２月１５日～１７
日のスキー祭典を成功させること、年末募金に努
力すること等も確認しました。

第42回総 会 に つ いて

１１月２８日（水）穴川コミュニティセンター
において第２回理事会が開かれました。

期

日

２０１４年３月２２日（土）

会

場

青少年女性会館

時
議

間
題

午後１時３０分～午後５時
2013年度総括及び2014年度活動方針
決算・監査報告及び予算案
第４２・４３期役員選出
その他

代 議員 選出基 準
１～

（理事１８名中１３名が出席

穴川コミセン）

４９名

１名

５０～ ９９名
１００～２９９名

２名
３名

３００～４９９名

４名

５００～

５名

初めに６月２６日以降の活動報告がなされまし
た。連盟としてはスポーツ基本法の学習会を開催

ランニング １名
バレーボール３名

空手
テニス

１名
３名

したこと、各協議会活動としてランニングからは

サッカー

卓球

５名

反核平和マラソンを７月１６日に、サッカー協で

野球
５名
オブザーバー
スキー

は関東親善大会をフクダ電子スクエアで行ったこ

４名

バドミントン

５２チーム 日頃の練習成果を発揮
松戸でレディースオープン卓球大会を開催

１０月２９日（火）松戸市運動公園体育館にて
レディースオープン卓球大会が開催されました。
以前は６月に開催していましたが、一昨年から全
国スポーツ祭典卓球大会を春から夏にかけて開催
するようになってから秋に開催するようになりま
した。このため参加チームが若干少なくなりまし

１位
２位

チェリーズ②（船橋市）八幡・鶴田・吉田
三田クラブ①（船橋市）柴田・松田・石塚・寺川

Ｂブロ ック
１位
２位

チェリーズ①（船橋市）高中・坂本・阿部
松戸すみれ （松戸市）頓瀬・若狭・周藤

Ｃブロ ック

たが５２チームが参加。日頃の練習の成果を発揮

１位

三田クラブ②（船橋市）寺沢・保前・宮田・三枝

すべく熱戦が繰り広げられました。

２位

薬円台卓球

（船橋市）渡辺・飯嶋・村上・大西

お互いに接戦で、少しの差で優勝できてと
てもうれしいです。今まで勝てなかった人に
初めて勝利を味あわせられました。
（ミント

江頭さん）

会場にゆとりがあって、ぶつからずに済
みました。落ち着いて試合ができて良かっ
たです。同率の場合の優劣の付け方が分り

試合結果は以下の通りでした。

にくかったです。（火木会③

高島さん）

Ａラ ンク
１位 卓習会＆THAｸﾗﾌﾞ（葛飾区）秋山・瀬尾・土田
２位 ラベンダー②（松戸市）岩田・片岡・根津
Ｂラ ンク
Ａブ ロック
１位 皐月会（市川市）

近郷・小川・四ノ宮・船津

２位 ゆうゆうクラブ（柏市）脇田・吉田・勝木・山本
Ｂブ ロック
１位 高野山クラブ（柏市）岩田・伊藤・青木
２位 あじさい

（松戸市）秋元・川田・上田

Ｃラ ンク
Ａブ ロック
１位 ミント（北相馬郡）江頭・栗田・武田・松井
２位 火木会③（松戸市）高島・堀江・小泉
Ｂブ ロック
１位 ひとめぼれ(B)（柏市）藤田・鈴木・衣笠
２位 船橋卓友会①（船橋市）本城・上野・長山・軽込
Ｃブ ロック
１位 オリーブ

（三郷市）山本・軽部・高橋・伊藤

２位 八千代YOC（八千代市）田中・雑賀・北村
Ｄラ ンク
Ａブ ロック

３番まで試合が出来て良かったです。台
も３台あって早く帰れて良かったです。

時間的にも早く終わり、試合数も６チーム
でしたので夕食の仕度のある主婦にはとても
良い一日でした。（八千代ＹＯＣ 田中さん）

です。
毎年、ベスト４入りを目標に頑張らせていただ

クラブ紹介

Ｔ－ＢＡＤ

野球協議会

千葉県野球協議会のトーナメント戦もたけなわ
クラブ紹介担当者も自然と野球チームに足が向い
てしまいます。宮野木スポーツセンター野球場に

いています。ここ数年は０－１、０－０延長負け
など、Ａシードさんに競り負ける展開が続いてい
ますので、『点数を取れる打撃陣』を育てるべく
精進したいと思います。
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）
希望としては連絡方法くらいでしょうか？

取材に伺いました。

現状は手紙のみでの連絡となっているため代表者

①クラブ名

Ｔ－ＢＡＤ

が忙しい時には確認が全くできない状況となり、

②代表者
③連絡先

永井隣太郎
千葉市緑区あすみが丘東

実際に今年も、現地に行ってから場所の変更など
に気付くことがありました。

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）

例えば、連盟のＨＰなどを作成・活用され、その
場でスケジュール管理や連絡事項の伝達を行える

Ｔ－ＢＡＤはもともとは千葉市緑区の土気地区
で開催されていました土気地区野球連盟から有志

ようなシステムとなりますと、今の時代に合って
くるかと思います。とにかく手紙（特に一般郵便）

で野球好きを集めたチームでした。

では連絡の伝達において確実性に限界があると考

しかし近年の草野球不況により土気地区野球連
盟は解散に追いやられ、このチームを各自のファー

えます。

ストチームにし、練習に励んでいる、そんなチー
ムです。チームの特徴としては平均年齢が３０代

バッターは

という絶妙な年齢バランスです。

松本さん
審判は進藤

さん

ピッチャー
杉本さん
キャッチャー
作田さん
（千城台ヤンキースとの試合前に
中央が代表の永井さん）
試合を見つ める

年配者が年下を引き立てて、若年者が年上をリス
ペクトすることにより保たれています。人数は全

ベンチ 。

員揃っても１２人程度というぎりぎりの台所事情
ではありますが、年間に約２０試合をこなし、試
合がない日にも練習を行っており、活動は一年間
を通じて行っています。
⑤クラブのアッピール（１４年度の抱負など）
新日本のトーナメントに参加させていただいて
５年ほど経ちましたが、未だにベスト８が最高位

試合前、緊 張感が
漲る 。

１２・１月行事予定
１２月 １日（日）祭典野球 協トーナ メント戦
テニス協・団体戦
サッカー協年間リーグ戦
１２月 ７日（土）ミックスバレーボール大会
混合ダブルス卓球大会

１月１２日（日）サッカー協年間リーグ戦
１月１９日（日）サッカー協年間リーグ戦
１月２６日（日）サッカー協年間リーグ戦
新春チーム対抗テニス大会
全国ミックスバレー大会

11月30日～12月1日

１２月 ８日（日）サッカー協年間リーグ戦

全国卓球選手 権大会（年 代） 11月30日～12月1日

１２月１５日（日）祭典野球 協トーナ メント戦
祭典・空手大会（形・組手）

全国バドミントン大会
12月 7日～12月8日
全国卓球選手 権大会（一 般） 12月 7日～12月8日

サッカー協年間リーグ戦

全国理事会

12月14日～12月15日

検見川ク ロスカン トリー 大会

１２月２１日（土）冬季バドミントン大会
１２月２２日（日）サッカー協年間リーグ戦

第 ３７ 回全 国選 抜軟 式野球 大会 千葉 県大 会・ 途中経 過

