
6月8日（日）千葉県総合スポーツセンター・陸

上競技場で第50回千葉県スポーツ祭典・陸上競技

大会が開催されました。

この陸上競技大会は今から50年前、現在の千葉

公園軟式野球場にスコップを持ち寄り、走幅跳や

走高跳の砂場を作ったり、レーンを作るために巻

き尺や石灰を持ち込んだりしてやっと開催したと

言う大変歴史のある大会です。

第10回大会前後までは綱引きがあったりして、

かなり運動会的な内容でした。その後第12回大会

から正式な陸上競技大会として開催するようにな

りました。ただし陸上競技の専門家はほとんどお

らず、まさに素人が企画する陸上競技大会でした。

アットホーム的な大会でしたが、タイムの取り方

も手動計時で正確な記録とは言えませんでした。

従って参加選手の数も200名からせいぜい300名程

度の「お楽しみ会的」な大会でした。

しかし大学陸上競技部や参加者の要望から内容

的にもしっかりとした陸上競技大会にするために、

陸連公認審判員の養成、写真判定での大会運営を

目指し、第41回大会では東京ランニングクラブな

どの支援もあり初めて青葉の森陸上競技場で陸連

公認大会として開催するようになりました。

第43回大会までの３年間青葉の森陸上競技場で

開催しましたが、その後いよいよ県総合スポーツ

センターに“進出”。第44回祭典からは競技役員

は千葉県の公認審判員が配置されるようになりま

した。参加選手も400名を超え、第45回祭典では6

19名と着実に増加するようになりました。

そして4年前の2010年には第28回全国スポーツ

祭典・陸上競技大会を千葉県で開催するまでにな

りました。

昨年はNISHIの情報処理システムを導入。選手

がフィニッシュすると瞬時に記録が場内に掲示さ

れ、アナウンスされるという精密度の高い大会と

なりました。昨年の参加者は656名でした。

さて、今年の大会は未明には屋根を叩く雨も次

第に弱まり、9時30分の競技開始頃にはすっかり

止み、むしろコンディションの良い一日となりま

した。そのためか今大会ではトラックで4種目、

フィールドで6種目合計10種目に新記録がうまれ

ました。

この大会は小学生、中学生も多数参加、高校、

大学、社会人、そして70才前後の方々まで参加で

きる「新日本スポーツ連盟」ならではの大会とし

て定着しています。

そのため、千葉のみならず県外からも多く参加

しています。

また、各部署の主任は国体やインターハイで主

任を務めている千葉陸協のベテラン主任に担って
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１０種目１１名が新記録
第50回千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会を開催



頂きました。

大会の感想をお聞きしました。

（挨拶する寺嶋

審判長）

選手宣誓

浅井楓貴君・笹森

三理子さん（有吉

中）

今回大会記録を更新した11名の選手と記録です。

男子

一般 800m 木村翔太郎 千葉工大1分57秒35

三段跳 島田喜文 土気TFC 14ｍ62

走高跳 宮沢真人 ﾁｰﾑｱｲﾏ 1ｍ98

中学 100m 伊東優樹 ちはら台南中 11秒49

難波 潤 ちはら台南中 11秒82

砲丸投 浅井大河 ちはら台南中 14m14

女子

一般 800m 河瀬桃香 千葉大2分23秒88

やり投 米澤裕香里 土気TFC 35ｍ48

中学 走幅跳 宮間知里 千城台西中5ｍ35

砲丸投 笹森三理子 有吉中 9ｍ96

小学 1000ｍ 高橋実里 高野小3分08秒59

５月１０日（土）千葉市・穴川コニュニティセ

ンターにて第11回協議会総会が開かれました。

総会には今年度登録した16チームから32名の参

加予定者数のうち26名が参加しました。（1チー

ム2名の代表が出席予定数）

（ 総 会 で

挨 拶 す る 日

野 事 務 局 次

長 右端）

（各ブロッ

クに分かれ

ての話合い

の様子）

総会では2013年度の活動報告と決算報告そし

て2014年度活動方針、予算案が提案され、いず

れも拍手で承認されました。

この中で2014年度は会場確保がなかなか難しく、

秋の大会が開催出来ない可能性があることから、

春季大会を千葉県スポーツ祭典として開催し全国

祭典に代表を送ることになりました。その後、昨

年同様に、「年間リーグ」として１部２部に分か

れてリーグ戦を行うことが確認されました。

総会ではこの他に文化の森に設置されているゴー

ルの代金の支払いがあと２年で終了すること、ス

ポーツのひろば誌の値段が安くなること等も報告

されました。

総会後、スポーツ祭典（春季大会）について各

ブロックにわかれて試合の日程について話し合い

を行いました。総会ではあまり意見は出されませ

んでしたが、ブロック内の話合いでは活発な意見

が出され和気あいあいの中で日程が決まりました。

なお、今年度の運営委員はは下記の通りです。

運営委員長 有吉正祐（途中交代あり）

財政担当 藤田哲矢 連盟担当 小高一修

１部幹事 未定 ２部幹事 礒部 宙

サッカー協議会が総会を開催

電気計測公認記録が小中学生にとってとて

も良い糧となります。県南の小中学生にとっ

て公認陸上競技場で走れることはとても良い

経験になります。また中学生にとっては７月

の通信陸上大会へ向けた良い調整の場ともな

ります。

この大会は小学生から大人まで参加出来る

為、私達陸上クラブが全員で楽しみ、記録を

追える大会ですので、今後も宜しくお願いし

ます。

富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ陸上競技ｸﾗﾌﾞ 米津さん



第33回春季テニス大会はｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｲｰｸ前半の4月

29日（休）から6月28日までの2か月に渡り開催さ

れました。種目は男子ダブルス（4/29）混合ダブ

ルス(5/25)女子ダブルス（6/15)男・女子シング

ルス(6/22)チーム対抗戦（6/28)で会場は高浜・

県総合スポーツセンター・青葉の森の各庭球場で

行われました。 期間中は梅雨や真夏日そして試

合最中の雷雨ありで大変な天候の中での開催とな

りました。6月7日のシニア大会と6月8日のチーム

戦は雨で中止となりました。

6月28日の男女別チーム対抗は試合開始時に雨

が降り出しましたが、コートが新しくなったため

試合には支障がなく、びしょぬれになりながらも

好プレーが続きました。

試合結果は以下の通りでした。

男子団体戦

優 勝 ピンクパンサー

準優勝 ５ｔｈ＋Ｆｉｔ

参加チームは７チームでした。

（優勝 ピンクパンサーの皆さん）

（準優勝 ５ｔｈ＋Ｆｉｔの皆さん）

女子団体戦

優 勝 ピンクパンサー

準優勝 チームミラクル

参加チームは７チームでした。

（優勝 ピンクパンサーの皆さん）

（準優勝 チームミラクルの皆さん）

男子シングルス 参加選手は２６名

１位トーナメント

優 勝 大岡友浩（フリー）

準優勝 金 泰泳（ポケット）

第三位 須藤靖之（フリー）

２位トーナメント

優 勝 中島 憲（夏は冷して）

女子シングルス 参加選手は１５名

１位トーナメント

優 勝 畠中蘭子（フレームショット）

準優勝 橋田未知子（フリー）

第三位 吉本由起子（ラルカンシェル）

２位トーナメント

優 勝 齋藤沙織（フレームショット）

ピンクパンサー アベック優勝
春季テニス大会団体戦



６月２４日第２回理事会が穴川コミュニティセ

ンターで開催されました。最初に園川理事長が風

邪で欠席のためメッセージを寄せ、「東京五輪の

競技会場計画見直しについてスポーツ連盟も一役

を担ったこと」が報告されました。東京都民生活

への影響や貴重な自然の破壊、建設費の高騰、大

会後の施設利用などの問題点を指摘し、見直しが

決定されたことは大変、有意義なことです。

３月２２日の総会以降、今日までの各種目の活

動報告がありました。これについては「Ｓｐｏｒ

ｔｓ ｎｅｔちば」ＮＯ114・145・146号を参照

していただくとして、ここでは各種目総会での会

長の紹介にとどめます。ランニングセンター＝逸

見眞一、バレーボール＝石原史貴、卓球＝小須田

淳、テニス＝鈴木守、サッカー＝有吉正祐 野球

＝田久保孝一 空手＝徳田稔 の各氏に決まりま

した。なお、ＮＯ145号で紹介した常任理事10名

以外の理事は石原待子、石原史貴、ナジ・メホロ

ダド、冨田登喜子、逸見眞一、三上昭二、脇村元

夫の各氏であることを追記しておきます。

また、種目報告であった問題点として、公共ス

ポーツ施設の使い方について施設管理者より厳重

な注意がありました。改めてスポーツの享受を謳っ

ている連盟の存在価値を貶めるような行為がない

よう注意、喚起を促したいところです。あと一つ

は、各種目においてプログラム作成は勿論のこと、

必ず挨拶文を掲載し連盟の考え方を拡散してほし

いと思います。

次に各協議会の組織状況は119ｸﾗﾌﾞ2011名となっ

ています。（人数はサッカー協議会を除く）特に

減少した協議会ではその事由・原因を明確にし、

手立てを講じていただきたいと思います。

協議事項での「規約・補足の改定について」は、

総会時に問題となった代議員等について討議しま

したが、日程に余裕があるので常任理事会で再検

討をすることになりました。

「スポーツのひろば」の普及については、４月よ

り２９０円になったこともあり継続購読者の普及

をふまえながら、無料・有料宣伝誌を単価購読者

への販売試行として行うことになりました。

卓球協議会では、ｽﾎﾟｰﾂ連盟の機関誌であると

の位置づけを明確にし、5部を購入、全運営委員

に徹底を図る旨、報告がありました。野球協議会

では全登録チームの購読を検討中とのこと、園川

理事長よりはメールによる購読アピールで読者獲

得の報告がありました。

切実な懸案事項として、シニア化している「事

務局体制の継承・維持について」の対策として、

連盟活動に理解にある若手局員を公募などにより

起用を図る、ボランティヤ・パートなども考慮に

入れて今後も検討することになりました。

当面の活動では「反核平和マラソン」が7月13

日に開催すること、第50回千葉県スポーツ祭典チ

ラシの配布、夏季募金〔年間15万円〕7万円の呼

びかけをすることが挙げられました。

その他、報告事項として、関東ブロックセミナー

が８月３０日・３１日に富士箱根ランドで開催。

参加費・交通費の負担がかかるので連盟・協議会

の補助を検討し、特に若者を１０名以上派遣した

いとのこと、連盟スポーツ祭典支援・５０周年記

念グッズとして、ポロシャツ（2000円）ハンドタ

オル〔300円〕販売、対県・対市へのスポーツ予

算増額署名用紙の確認、千葉県ウォーキングクラ

ブ規約案、連盟役員の交通費の改定、加藤洋男元

千葉労山会長より『平和を願うコンサート』〔７

月１２日〕の案内がありました。

第２回理事会報告
浅沼義明副理事長

千葉県連盟の年間会議の予定

理事会 年間４回 穴川コミュニティセンター

3月23日・6月24日・11月25日・2月20日

常任理事会 毎月１回 事務所

4月28日・5月26日・6月24日 ・7月28日

8月25日・9月22日・10月27日・11月25日

12月22日・1月26日・2月16日 ・3月5日

会議の内容（摘要）については各理事の他に

各協議会の代表者にﾒｰﾙにて送信しています。



前号に引き続きバレーボールクラブの紹介です。

春のバレーボールフェスティバルで熱戦が行われ

ていた千葉公園体育館にお邪魔しました。

①クラブ（チーム）名 Ｓｏｐｈｉａ

②代表者 森谷歩美

③連絡先 千葉市若葉区多部田町

『連絡は県連盟を通して！』

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）

私たちSophia（女子）は素晴らしい監督と男子

メンバーに支えられ、現在は正規メンバー６人を

中心に活動しています。

練習日は主に、第一・第三日曜日の18時～21時

で、他に集まれる日があればみんなで練習をして

います。メンバー全員とにかくバレーボールが大

好きで暇さえあれば練習したり、いろいろな大会

に参加したりして、常に上を目指して活動をして

います。

（

（

（正規メンバーの皆さん 千葉ポートアリーナにて）

メンバーのバレーボールに対する熱い思いと、

監督の的確なアドバイス、男子メンバーのサポー

トのおかげで成長を意識しながらも、毎回楽しく

バレーボールをすることが出来ています。

そんな私たちは、練習試合をして下さるチームを

募集しています！ぜひ連絡下さい！よろしくお願

いします。

⑤クラブのアッピール（14年度の抱負等）

私たちは現在、千葉市社会人バレーボールの１

部リーグで試合をしています。１部は自分たちよ

りも速いバレーをしているチームが多く、常に課

題として意識しています。

今年度は速いバレーに対応し、私たちの持ち味

である粘りのあるプレーでチーム力を上げていけ

るようがんばります。また、メンバーがお互いに

生かし、生かされるチームでありたいと考えてい

ます。

これからもメンバーみんなでフォローし、喜び

を分かち合い、勝ち進んでいけるチームを目指し、

がんばります。

（千葉公園体育

館にて）

ヤッター！

（スパイクが決

まり）

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）

いろいろなチームと練習試合をするのに連絡を

とりやすいように工夫していただけると嬉しいで

す。体育館の空き情報等も欲しいです。

（セットの間にコーチからのアドバイス）

クラブ紹介
Ｓｏｐｈｉａ

千葉県バレーボール協議会

第50回千葉県スポーツ祭典
バレーボール大会（6人制）

９月１３日（土）花島体育館

９月１４日（日）千葉県スポーツセンター

全国スポーツ祭典・県予選会として開催



○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－３（誰も球場に来ない場合）※雨天中止

７月 ６日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（男Ｗ）

空手大会（春季）

７月１３日（日）野球協議会リーグ戦

反核・平和マラソン

かずさ卓球協議会３Ｗ大会

７月２０日（日）野球協議会リーグ戦

７月２１日（休）野球虚議会リーグ戦

祭典・テニス大会（男女Ｓ）

７月２７日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（チーム）

祭典・サッカー大会

８月 ３日（日）野球協議会リーグ戦

８月１０日（日）野球協議会リーグ戦

８月１６日（土）祭典・テニス大会（女Ｗ）

８月１７日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（混合）

８月２４日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（チーム）

８月３０日（土）関東ブロックｽﾎﾟｰﾂセミナー

８月３１日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（県予選）

関東ブロッｽﾎﾟｰﾂセミナー

７・８月行事予定

第4８回全国軟式野球大会千葉県大会・途中経過


