
6月8日（日）開幕の千葉県スポーツ祭典・サッ

カー大会は9月21日（日）の青葉の森競技場での

決勝戦でその幕を閉じました。

今年の大会には16チームが参加。4ブロックに

分かれてリーグ戦を行い、その後上位トーナメン

ト戦、下位トーナメント戦を行いました。

9月21日（日）は初めに上位トーナメントＡ組1

位のURAGANO対Ｃ組1位のＦＣリベルタが対戦、Ｆ

Ｃリベルタが決勝進出。続いてＢ組１位のパルテ

スール対カメラートが対戦、パルテスールが同じ

く決勝に進出しました。

続く決勝戦はＦＣリベルタとパルテスールの対

戦となりました。両チームは近年決勝戦で対戦す

ることも多く、お互い相手を知り尽くしているチー

ム同士の戦いとなりました。

内容はほぼ互角の試合展開でしたが、比較的パ

スワークに勝ったＦＣリベルタが優勢に試合を進

め、前半は2対1、後半も1対0と得点を重ね、第50

回千葉県スポーツ祭典サッカー大会の優勝を手に

しました。

（ドリブ

ルで相手

陣地に進

むFCﾘﾍﾞﾙ

ﾀ)

準優勝のパルテスールからはもう少し休憩があっ

たらと残念がる声も聞かれました。

（優勝 ＦＣリベルタの皆さん）

（準優勝 パルテスールの皆さん）

優勝チームのＦＣリベルタは愛知で開催される

全国スポーツ祭典・サッカー大会に出場します。

決勝トーナメントに進出したチームは上記の４

チームの他にＡ組2位のＦＣバルサン Ｂ組2位の

さむらい Ｃ組2位の夜の盗賊団 Ｄ組2位のアベ

ニーダでした。

なお、下位トーナメントで奮闘したチームは以

下の8チームでした。 ①ＣＩＥＬＯ ②茂原Ｆ

Ｃ ③LEOVISTA ④ＮｉｋｏＦＣ ⑤ヤンキース

⑥ﾜｲﾙﾄﾞﾏｼﾞｮｰﾗ ⑦irrumatio ⑧ ラッセル

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ

ち ば NO.151
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2014年11月5日

「スポーツは平和とともに」

新日本スポーツ連盟
千葉県連盟

〒263-0024

千葉市稲毛区穴川3-1-17

℡043-287-7353 FAX043-256-1454

http://sports.geocities.jp/njsf_chiba

ﾒｰﾙ njsf1970chiba@gmail.com

優 勝 ＦＣリベルタ
千葉県スポーツ祭典・サッカー大会終了



第50回千葉県スポーツ祭典・テニス大会が終了

しました。各種目を日程に沿って吉田常任理事に

纏めて貰いました。
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第50回千葉県スポーツ
祭典テニス大会終了

今年も8月31日(日)～9月27日(土)の日程で天

候に恵まれ、一人の怪我人も無く無事終了し

ました。

8月31日（日）男子ダブルス・女子ダブルス

は千葉県のトップクラスがエントリーして来

たため大熱戦でした。男子ダブルス優勝は松

本・園田ペア。女子ダブルス優勝は水野・若

山ペアでした。

9月21日 男子シングルスは第一・第二シー

ドが当日棄権すると言うアクシデントがあり、

優勝した村上さんは大喜びでした。

9月21日 壮年女子ダブルスもエントリーは

少なかったのですがリーグ戦で大激戦の末、

からくも丸一・森田ペアが逆転優勝、技術の

引き出しの多さに驚かされました。

9月23日（休）壮年男子シングルスは昨年優

勝の鈴木さんが決勝で敗れ、金さんが優勝し

ました。

同じ9月23日（休） 女子シングルス 今年

はエントリーが多かったのですが、昨年と同

じ優勝は沢出さんでした。

9月27日（土）混合ダブルスは例年はエント

リーが多い種目でしたが、今年は19ペアと少

数精鋭で小田・大貫ペアが優勝です。

今年は全国大会が12月20日・21日に浜松で

開催されます。選手の皆様の活躍を期待して

おります。

フレーフレー！千葉県！



久々にサッカー協議会加盟クラブの紹介です。

10月5日、台風の影響で大雨の降りしきる青

葉の森競技場にお邪魔しました。

①クラブ名（チーム名）ＮｉｋｏＦＣ

②代表者 佐藤秀樹

③連絡先 千葉市中央区椿森

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）

Ｎｉｋｏと言う名前は代表の佐藤さんのお嬢さ

んの虹心（にこ）と言う名前を貰って付けたとの

事です。

（写真がが鮮明でないのは、雨のため？

カメラのせい！？でした）

結成から３年目になります。

佐藤さんは以前は社会人リーグ（県リーグ）に

所属していたチームに入っていましたが、横芝

など遠隔地での試合が多く、次第に集まりが悪

くなり解散するにあたって、高校時代（佐倉西

高）の友人や先輩・後輩、更にその友人を誘っ

て新たに結成しました。

近くで試合の出来る環境を捜していたところ、

インターネットで新日本スポーツ連盟にサッカー

協議会のあることを知りました。東京の事務所

に問い合わせたところ千葉市にも組織のあるこ

とを知り加盟しました。

メンバーは20名から30名と言ったところでしょ

うか。特に練習場所や時間はありませんが試合

の度に集まってサッカーを楽しんでいます。

⑤クラブのアッピール（14年度の抱負等）

高校や専門学校でサッカーをやっていた人が多

いことから、個性的な人が多く、攻撃的なプレー

ヤーが多くいます。ややもするとディヘンスが甘

くなるので、これからは守備を固めたいところで

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）

新日本スポーツ連盟のサッカー協議会に加盟し

た理由は試合会場が千葉市や市原市だと言う事と、

何と言っても芝生のピッチで試合が出来ることで

す。芝生は管理が大変ですが、仕方がないことだ

と思っています。これからも会場を確保して貰い

楽しくプレーしたいと考えています。

緊張する試合

前の様子

大雨の中での

プレー

クラブ紹介

ＮｉｋｏＦＣ
千葉県サッカー協議会

貴方の手伝いを待っています！

来年（2015年）創立45周年を迎え

る千葉県連盟では連盟の仕事を手伝っ

ていただける方を捜しています。年

齢は問いませんが、パソコン（ワー
ド＆エクセル）が出来ることが最低

条件です。些少ですが交通費等お支

払いする用意があります
連絡先はこちらです

TEL 043-287-7353

FAX 043-256-1454

ﾒｰﾙ njsf1970chiba@gmail.com



恒例の千葉県スポーツ祭典の男女ダブルス戦は

10月23日（水）千葉公園体育館で開催されました。

この大会は二人の合計年齢でランクを決めて試合

をする大会として定着しています。

1部は合計年齢が99歳迄 ２部は100～109歳

３部は110～119歳 ４部は120～129歳 ５部は13

0～139歳 今年から新たに６部140歳以上を増設

しました。

昨年から男子ダブルス戦も募集し今年も17ペア

が参加しました。女子は65ペアの参加でした。

なおこの日は9月23日（休）四街道市で開催さ

れた個人戦の大会で延期となっていたオープン大

会も開催。200名を超す卓球愛好者が集まり、楽

しい一日を過ごしました。

（

（ダブルス戦は15台 シングルス戦は8台使用）

内容と結果は以下の通りでした。

男子ダブルス

１部～５部 2ブロックに分け順位トーナメント

優 勝 井坂・緑川組（ＦＣＣ）

準優勝 山田・高橋組（園生卓球愛好会）

第三位 山崎・冨沢組（入船卓球クラブ）

第四位 田中・野田組（卓愛会）

６部

優 勝 亀田・柄澤組（スーパーボール）

準優勝 野口・矢代組（幸）

女子ダブルス

２部～３部 2ブロックに分け順位トーナメント

優 勝 岡野・田中組（入船卓球クラブ）

準優勝 伊藤・峰島組（フリーダム）

４部 4ブロックに分け、順位トーナメント

優 勝 今井・今田組 （フリーダム）

準優勝 月井・鈴木組（松戸さざんか）

５部 ４ブロックに分け。順位トーナメント

優 勝 永見・佐藤組 （幸）

準優勝 鮫島・松谷組 （フリーダム）

６部 ２ブロックに分け、順位トーナメント

優 勝 寒河江・岸田組（スヌーピー）

準優勝 川端・山中組（好卓会）

シングルス戦（延期した個人戦オープン大会）

男子Ａ～Ｃランク

優 勝 渡辺一博（茂原クラブ）

準優勝 西本征幸（卓初会）

女子Ａ・Ｂランク

優 勝 白井真紀（幸）

準優勝 島田和子（青野クラブ）

女子Ｃランク

優 勝 青木昌代（園生卓球愛好会）

準優勝 柴田照美（カトレア）

女子ダブルス戦の様

子

男子シングル戦

（延期したオープン

大会）

千葉県スポーツ祭典・卓球大会 男女ダブルス戦を開
催

試合の進行もスムーズでリーグ戦もいろんな

タイプの人と試合が出来、とても楽しい一日

でした。（青野クラブ 島田さん）

同年代の人達と和気藹々でプレーが出来、楽

しかったです。また試合も７試合出来、満足

しています。（カトレア 茶木さん）

沢山試合が出来て、いろんなタイプの方と試

合が出来て楽しめました！！（幸 白井さん）



１０月２７日の常任理事会での主だった種目報

告は、種目協議会の会計担当を明確にし、分担金

等期日内納入をしてもらうこと。バドミントンで

春季大会が会場都合で中止になり県予選が実施で

きなかったが全国大会にはエントリーができたこ

と。卓球のオープン＆ダブルス大会では事務所維

持費を払うと赤字。空手の審判講習会では父兄か

らの参加者があったこと。テニスの「鈴木杯」の

名称について協議会で検討してもらってはどうか。

野球では関東大会で「栄町クラブＺ」が優勝、全

国大会に出場することなどでした。

協議事項では、ひろば誌普及について１０月２

７日現在、全国２５００部目標で２１4３部、県

連盟１３０部目標で１２４部、残り６部。全国大

会参加者・チームは勿論のこと連盟関係者外にも

働きかけ購読を勧めていくことを確認しました。

対県・市懇談会のための資料集めとして、各運

動施設の現地調査を常任理事園川・金子・田久保

の各氏が９月３０日、１０月２１日に行いました。

中田スポーツセンターなど充実している施設もあ

るが、まだ多くの施設において問題があるので項

目を整理して１１月の対県・市懇談会に臨みます。

新日本スポーツ連盟付属スポーツ科学研究所の

設立総会＆記念シンポジュウムが１１月８日（土）

アルカディア市谷で行われます。趣意書、規約に

賛同されれば誰でもが入会できます。ひろば誌１

１月号の掲載を参考にしてください。

１０月１９日に「スポーツ９条の会・千葉」主

催の約８Ｋｍの西千葉周辺の戦跡めぐりウォーキ

ングが行われました。この会とは今後連携を深め

ていきます。なお、県連盟ウォーキング協議会設

立の会を１１月に行う予定。

「Sports Ｎｅtちば」で掲載した県連盟のボラ

ンティア募集で何名かが候補に挙がっています。

仕事の中身を精査して面談の上、今年度中には決

定したい。 （浅沼 義明）

日米の野球もどうやら長いペナントレースが終

了し、それぞれ頂点を極めたチームが決まった。

優勝の後は洋の東西を問わずビールかけが恒例行

事として行われるが、一体何時ごろ、どのチーム

が始めたのかご存知？

ものの本によると、昭和34年（1959年）この年

エース杉浦忠、キャッチャー野村克也のバッテリー

でペナントを制した南海ホークス（現ソフトバン

クホークス）が最初に行ったのが始まりだそうだ。

この年ホークスはめっぽう強くペナントレースは

ぶっちぎりで優勝。日本シリーズも巨人を相手に

4連勝。地元大阪は大フィーバー。ビールでもか

けなければ熱が冷めなかったのかも。

但し、そのルーツはやはりアメリカ大リーグ。

当時のホークスの選手たちはメジャーリーグの優

勝チームがロッカーでシャンパンを掛け合うのを

まねてビールを掛け合った。勝利の美酒に酔うと

ともにささやかなメジャー気分を味わったという

訳です。

今年の日本シリーズを制したのは奇しくもソフ

トバンクホークスでした！プロ野球万歳！

出典：考え出すと気になるスポーツの大疑問

（PHP文庫2003年出版）

第７回 常任理事会報告

スポーツアラカルト
優勝のビールかけは

何時から始まったの？？
園川峰紀



11月 2日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会年間リーグ戦

11月 3日（休）祭典・野球大会トーナメント戦

鈴木杯テニス大会

11月 8日（土）スポーツ科学研究所設立総会

11月 9日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会年間リーグ戦

11月12日（水）レディースオープン卓球大会

11月15日（土）鈴木杯テニス大会

11月16日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会年間リーグ戦

関東ブロックテニス大会

11月23日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

サッカー協議会年間リーグ戦

11月24日（休）祭典・野球大会トーナメント戦

祭典・空手大会

11月30日（日）祭典・野球大会トーナメント戦

準決勝・決勝戦

サッカー協議会年間リーグ戦

12月 7日（日）サッカー協議会年間リーグ戦

12月14日（日）サッカー協議会年間リーグ戦

12月21日（日）検見川クロスカントリー大会

サッカー協議会年間リーグ戦

12月23日（休）シニアテニス大会

12月27日（土）冬季バドミントン大会

鈴木杯テニス大会

全国祭典・野球 11月15日・16日 静岡

同 陸上競技 11月16日 京都

同 バレーボール 11月22日・23日 愛知

同 ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ11月29日・30日 愛知

同 卓球 12月 6日・ 7日 千葉

同 サッカー 12月13日・14日 愛知

同 テニス 12月20日・21日 静岡

１１・１２月行事予定

第38回全国選抜軟式野球大会千葉県大会途中経過


