
新年明けましておめでとうございます。みなさ

まのご健勝とますますのご清栄を祈念いたします。

今年も新日本スポーツ連盟千葉県連盟にご助力

のお願いを申し上げます。

2011年スポーツ基本法が施行され、一昨年には

千葉県ではスポーツ推進計画が策定されました。

それを受け、昨年の１１月に県連盟は千葉県や

千葉市との懇談の機会を持つことができました。

基本法でスポーツ権が明記されたとはいえ、一朝

一夕にスポーツがみんなのものになるわけではあ

りません。

今後も行政との懇談を継続し、

「いつでも・どこでも・だれもが

スポーツを」のスローガンの実現

に邁進したいと思います。

さて、昨年は２０２０年の東京

オリンッピク開催が決定され、マ

スコミ挙げて歓迎ムードがつくり

だされました。新日本スポーツ連

盟は、「東京開催」が決定された以上、オリンッ

ピクの基本理念と目的の実現のために準備し開催

されるよう、発言・行動していくことが責務であ

ると確認しました。オリンピック開催のために東

日本大震災の復興が遅れたり、オリンピックを口

実とした大型開発事業への浪費、景気浮揚に利用

するなどは論外です。オリンピックは、人間の発

達に役立てることを目標に、人間の尊厳を保つこ

とに重きを置く平和な社会の確立を目的としてい

ることを肝に銘じ、近隣諸国との関係改善などの

課題を明確にし、努力していく必要があります。

スポーツに係わる者として「オリンッピク東京

開催」より衝撃を受けたことがあります。それは

「東京開催」が決定された後、国会で「特定秘密

保護法」が成立したことです。安心・安全で平和

な社会を希求する国民の意思とは乖離した国策は、

人類の平和への長年の努力を冒涜し、踏みにじる

ものです。国民を危険にさらす原発をなくすため

の「原発ゼロ」運動とともに、スポーツ連盟は発

言・行動していきたいと思います。

ところで、2013年を表す漢字として「輪」が選

ばれました。オリンッピクの五輪マークにも関係

していると思いますが、「輪」は、「絆」や「結

（ゆい）」にも通じるものがあり

そうです。人間関係をより濃密に

築き、信頼を根本に置き、共に発

展していこうとする願いが感じら

れます。

これはスポーツにも大切なことで

す。それが具体化されると「フェ

アプレイ」になります。その「フェ

アプレイ」を支えるものは「リス

ペクト（尊敬）」であるといわれています。対戦

相手に対する「リスペクト」、自分自身への「リ

スペクト」があってこそ、スポーツの「輪」が広

がっていくものと確信します。

来年は全国スポーツ連盟

創立５０周年です。シンポ

ジウムや国際交流、記念誌

の発行など盛り沢山の計画

が予定されています。

千葉県連盟も全国を支え

ていきます。今年３月の総会で予定されている役

員改選も含めて「輪」を大事に、共に力を出し合っ

ていきましょう。

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ
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スポーツの「輪」を大きく広げよう
新日本スポーツ連盟千葉県連盟 理事長 浅沼 義明



今年度のスポーツ連盟千葉県連盟活動の目玉の

一つである対県懇談に続き、対市懇談を11月14日

の午後市役所（スポーツ振興課）で行いました。

予定では３０分のはずが大幅に超過。約1時間

にわたって市内スポーツ施設の拡充・改善などみ

なさんから寄せられた要望を元に意見交換を行い

ました。

（中央は小池浩和 生活文化スポーツ部長）

冒頭浅沼理事長から「スポーツ予算の増額など

を求める署名」４３５筆を手交。ついで金子事務

局長から連盟の沿革・活動内容などを説明した後、

市側からは、市のスポーツ施策に関する基本方針

の説明がありました。

千葉市としては、財政危機宣言を行ったものの

市民のスポーツ要求・健康づくり推進するための

施策を行う。直近の施策として、高洲市民プール・

体育館の老朽化した施設の改修・改善、蘇我地区

スポーツ公園への多目的広場（野球場・球技場）

の整備、磯辺地区の二中学校の統廃合後の学校施

設（グラウンド・体育館）開放などの説明があり

ました。

その後、野球場・ポートアリーナ・テニスコー

ト・体育館などの要望を伝え回答を得ました。

要望実現には、その背景に県（下水事務所・公園

管理課など）・指定管理者・県まちづくり公社・

市スポーツ振興財団などいくつかの関係機関の絡

みと、市の財政問題もあり今すぐにはなかなか実

現できない状況が確認されたものの、いくつかの

要望は何とか実現ができそうなものもありました。

最後に浅沼理事長から、2011年（平成23年）に

千葉市がまとめた「スポーツ振興計画」を、2011

年（平成23年）に施行された「スポーツ基本法」

に沿った方針「いつでも、だれでも、どこでも、

スポーツ」《スポーツは権利》で改訂するように

要望。市側からも、財政状況は厳しいができるだ

け市民の皆さんの要請に応えるべく努力する旨返

答がありました。

今回の対市懇談を通じて、スポーツ連盟として

は持続的に要求をあげ続ける重要さを改めて認識

するとともに、市のスポーツに対する姿勢を「ス

ポーツ基本法」に乗っ取った方向に進めるために

も話合いを継続していくことの必要を感じました。

ただ、厳しい財政状況の下、市民スポーツ要求を

なんとかしたいという市の考え方がわかったこと

は収穫でした。最後に今後も年1回程度、今回の

ような懇談を開催してもらいたいと申し入れたと

ころ快諾を得られました。

なお、個別の要望事項の詳細については随時

「ＳｐｏｒｔｓＮｅｔちば」や来年の総会時に発

表したいと思います。

昨年末の12月25日（水）第１０回常任理事会を

開催しました。

会議では今年の3月15日～16日に開催される第

３１回全国総会への代議員選出方法や全国総会に

向けて議案の討議、分担金や宿泊代等の予算立て

等について討議しました。

代議員及び千葉からの全国理事候補については、

１１月の第２回理事会で、常任理事会での論議に

委ねると決まりましたので、常任理事会では代議

員として、園川、金子、日野、吉田、竹村の常任

理事がその任に当たることになりました。

また会議では「スポーツのひろば」誌の集金に

ついて論議し、１２月中に未納者を無くするため

に分担して声をかけることになりました。

年明けでの未納者は５名となりました。

１時間におよぶ意見交換
千葉市スポーツ振興課と懇談

第10回常任理事会報告



第３７回大会は昨年９月１６日の開幕戦が雨で

流れ２３日が実質開幕となりました。そして、そ

の後も雨で日程が大幅に狂う中でグランドを何と

か確保し１２月１５日天台軟式球場で準決勝・決

勝戦を行い無事終了しました。

今大会は、リーグ参加チーム２６チーム、オー

プン参加１２チーム合計３８チームのエントリー

でした。今回も前年度ベスト４チームをシードし、

リーグ戦チームどうしの１回戦対戦をはずなど組

合せに工夫をしました。このため３部チームが２

部チームに競り勝つなどトーナメント大会のおも

しろみもありました。

３７試合の内、特別ゲームが４試合あり、また、

昨年と同一カードとなったセブンスターズ（３５

回全国大会優勝）とコーナーズは今回もコーナー

ズが競り勝ち、セブンスターズは２回戦で敗退し

ました。ベスト４にはシードのコーナーズを破っ

たＳＡＮＳが初めて勝ち上がりました。オープン

参加の千城台ヤンキース、リーグ戦参加チームか

ら１部の栄町クラブＺ、福井電機が準決勝に駒

を進めました。

準決勝第１試合は千城台ヤンキースと栄町ク

ラブＺが対戦。１回表先攻の栄町クラブＺが１

点先取し２回にも１点追加し６回表まで優位に

試合を進めました。栄町クラブＺは６回裏から

好投の上田投手を柳澤投手に継投し逃げ切りを

はかりました。しかし、千城台ヤンキースは一

番からの好打順で１番が３塁ゴロエラーで出塁

すると２番がセンター前にクリーンヒット、３

番の犠打を捕手が３塁悪送球し１点返し、４番の

ショートゴロ内野安打で無死満塁のチャンスに

５番がレフト線の大飛球を放ちレフトが落球す

る間に２点をあげ時間切れサヨナラ勝ちしまし

た。

準決勝第２試合はＳＡＮＳと福井電機が対戦。

３回まで投手戦となり４回裏福井電機が２番か

らの好打順でヒットとＦＣ、重盗で１死２・３

塁からラン＆ヒットで１点先取しました。５回

にも３四球とチャンスを得ましたが追加点をあ

げることができ磨戦でした。このまま福井電機が

逃げ切るかと思われました６回表、ＳＡＮＳはショー

ト内野安打で出塁した２番が２・３盗し、３番も

四球で無死１・３塁のチャンスに４番の一塁線上

の打球処理に投手が転倒する間に３塁走者が帰り

同点としました。福井電機は負傷した遠藤投手に

変え藤代投手を投入しましたが流れを絶ち切るこ

とができず、パスボールで勝ち越しを許し７回に

も１点追加され、そのまま逃げ切りを許しました。

ＳＡＮＳは初めて決勝に駒を進めました。

決勝は１回裏から千城台ヤンキースの打線が爆

発し足を絡めた攻撃で２点、２回にも３点追加し

試合を決めました。ＳＡＮＳは４回に２点を返し

ましたが後が続かず涙を呑みました。初優勝の千

城台ヤンキースは来年４月の関東大会を経て全国

選抜軟式野球大会へ臨みます。

今大会は雨の影響で組合せが大幅に狂い、各チー

ムにはコンデションつくりに大変ご迷惑をおかけ

した大会となってしまいました。

（優勝 千城台ヤンキースの皆さん）

優 勝 第３７回全国選抜野球大会千葉県大会 閉幕

千城台ヤンキース
千葉県野球協議会

野球協議会・総会案内
期 日 2014年２月８日（土）19:00～

会 場 スポーツ科学センター・

その他 総会後リーグ戦のキャプテン会議

を行います。

ルール等についての講習も行います。

翌日審判講習会を予定。



今回で３回目を迎えるミックスバレーボール印

西市大会！募集開始の時点では「果たして１０チー

ムも参加してくれるのかな？」と心配していまし

たが、締め切り直前になってばたばたと申し込み

があり、定数枠一杯の１０チーム、１００名を超

える選手が集まりました。

今までの大会は出前大会ということから、募集

から運営に至るまで全国ミックスバレーボールセ

ンターにオンブに抱っこの状態でしたが、今回は

最初から最後まで千葉県連盟で責任をもって企画・

運営することとになり、事務局を仰せつかった小

生にとっては初めてづくし。どこから手を付けて

いいのやら、質問が来てもどのように答えていい

のやら、戸惑うことばかり。それでもどうにか萩

原純一全国ミックスバレーボールセンター理事長

の指導でどうにか乗り切ることができました。

さて、当日の試合ですが、１０チームをＡ/Ｂ

の２コートに分け、それぞれ2試合づつ予選を行

い、各コートの１位と２位チーム同士で準決勝・

決勝と駒を進めることにしました。要項に謳って

あるとおり、最低２試合は保証することが予選の

時点でできました。ｌｌ

参加選手の内訳は社会人も含めれていましたが、

学生さんが比較的多く、いつもは中高年層ばかり

の大会に慣れている目には、若さが満ち溢れ、は

つらつとした中にも和気藹々とした雰囲気が印象

的でした。

予選開始時間午前10時05分。各コートで熱戦が

展開され、準決勝に進出したチームは下馬評どお

り、Ａコートからは日本大学チームの「むらさき

ぴくみん」と「あかぴくみん」、Ｂコートからは

秀明大学チームの「ROUGE A」と「ROUGE B」の

奇しくも同じチーム同士となりました。お互い手

の内を知り尽くしたチーム同士。接戦となりまし

たが、「むらさきぴくみん」と「ROUGE B」の両

チームが決勝へ。決勝戦は手に汗を握る攻防とな

りましたが、団結力で勝る「むらさきぴくみん」

が２－０のストレート勝ちで優勝の栄冠に輝きま

した。

優勝とは縁がなくなったチームにとってもせっ

かくの大会の機会です。ここはスポーツ連盟の本

領発揮ということで５位決定戦と７位決定戦（但

し２セットマッチ）、その後選手からの強い要望

で急遽９位決定戦（但し１セットマッチ）を設け

ました。参加チームの皆さんからも試合ができて

よかった！との声が多く聞かれました。

（優勝 むらさきぴくみん

準優勝ＲＯＵＧＥ Ｂの皆さん）

閉会式で 「来年全国大会の予選会として４月

末に開催予定を考えています！」とアナウンスし

たところ、「是非参加したい！」との声もあり、

事務局としては褌をしめなおして取り掛からなきゃ

と思っているところです。

（文責：園川）

100名を超える選手で和気藹々の中で熱戦展開！!
第３回ミックスバレーボール印西大会開催

２０１３年１２月７日（土）



前号に続いて野球協議会からの紹介です。

昨年１１月に宮野木球場で行われた、第３７回全

国選抜軟式野球大会千葉県大会の終盤戦。 Ｔ－

ＢＡＤとの試合にお邪魔しました。

①クラブ（チーム名） 千城台ヤンキース

②代表者 鈴木 努

③連絡先 千葉市若葉区千城台東

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）

千城台が地元のメンバーで始めたチームですが

現在は地元の人間は半分くらいになり、４１歳～

１９歳と幅広いメンバー構成です。チームの現状

は「決して強くない」チームですが、「あんまり

弱くない」チームでもあります。 全体練習は一

度もした事がなく、個々に任せています。

千城台野球連盟というところで３月から１１月

末まで常に試合をこなしているのも特徴であり、

メインは東日本大会と高松宮杯の千葉県優勝を目

指しています。

そして毎年、秋の新日本スポーツ連盟の全国選

抜軟式野球大会千葉県大会に出場させて頂き本当

にありがたいです。昨年度はベスト４、第三位で

した。これからも宜しくお願いします。

※インタビューの１ヶ月後優勝しました。

⑤クラブのアッピール

常に「楽しく一番」を目指しています。

ピッチャー

聖前さん

キャッチャー

押木さん

バッター

長沼さん

（明るい雰囲気のベンチでした。

クラブ紹介
千城台ヤンキース

千葉県野球協議会

第42回県連盟総会について
期 日 ２０１４年３月２２日（土）

会 場 千葉県青少年女性会館

時 間 午後１時３０分～午後５時

議 題 2013年度活動総括及び2014年度方針

2013年度決算・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～ ４９名 １名

５０～ ９９名 ２名

１００～２９９名 ３名

３００～４９９名 ４名

５００～ ５名

ランニング １名 空手 １名

バレーボール３名 テニス ３名

サッカー ４名 卓球 ４名

野球 ５名

オブザーバー スキー バドミントン

◎役員選出にあたり、協議会からの推薦用

紙及び立候補用紙は連盟事務所にあります。



１月 ５日（日）かずさミックスペアマッチ大会

１月１２日（日）サッカー協年間リーグ

１月１９日（日）サッカー協年間リーグ

１月２６日（日）サッカー協年間リーグ

新春チーム対抗テニス大会

野球協議会理事会 １月 ５日（日）

リレーマラソン事務局会議１月 ９日（木）

反核マラソン実行委員会 １月２０日（月）

スキー祭典実行委員会 １月２２日（水）

常任理事会 １月２２日（水）

卓球協議会運営委員会 １月３０日（木）

２月 ２日（日）サッカー協年間リーグ

なのはなテニス大会

２月 ９日（日）サッカー協年間リーグ

２月１１日（火）加盟杯卓球大会

２月１５日（土）～１７日（月）

スキー祭典（志賀高原）

２月１６日（日）サッカー協年間リーグ

２月２３日（日）サッカー協年間リーグ

野球協議会総会 ２月 ８日（土）

常任理事会 ２月１３日（木）

第３回理事会 ２月２６日（水）

１・２月行事予定

第３７回全国選抜軟式野球大会千葉県大会・結果


