
恒例の千葉県スポーツ祭典・空手大会が11月

23日（木）千葉市・宮野木スポーツセンター体育

館で開催されました。

開会式

各 団 体

別に整列

下は 審判

員

今年50回目を迎える千葉県スポーツ祭典で

すが、空手大会は古くから開催している種目の

１つです。当初は現在千葉市末広町にある千葉

市武道館（当時は千葉県武道館）で開催。現在、

各団体の師範をされている方の中には当時活

躍していた選手も多くいらっしゃいます。

大会当日は形と組手の個人戦及び少年組手

団体戦が行われました。形の部には幼児の部か

ら一般の部まで春季大会より約50名多い183

名がエントリー。２人で演技をし優劣を競い、順

次トーナメントで勝ち上がる方法で競技が進行

しました。

組手の部も幼児の部から一般有段の部まで

行われましたが、最初からトーナメント戦で進行

しました。最後に少年団体戦決勝が行われ、多

くの父兄や仲間の応援の中、先鋒（小学1･2年）

木本玲央選手、中堅（小学3・4年）田中渉選手、

大将（小学5・6年）木本留偉選手を擁する国武

館が他の９チームを制して優勝しました。

試合結果は以下の通りでした

形競技
幼児の部

優 勝 小出 大翔（葵會館納侍塾）

準優勝 中村 透真（功道館）

小学１年の部

優 勝 鈴木 千遥（拳夢館）

準優勝 中村 恭輔（葵會館本部）

小学２年の部

優 勝 小出 悠翔（葵會館納侍塾）

準優勝 小川 公輝（功道館）

小学３年初中級の部

優 勝 菅生 大心（葵會館納侍塾）

準優勝 近藤 夢海（葵會館納侍塾）

小学４～６年初中級の部

優 勝 石井宏太郎（紘武会）

準優勝 石渡 康太（葵會館本部）

小学３年上級の部

優 勝 平子穂乃花（拳夢館）

準優勝 山脇 勇希（葵會館本部）

小学４年上級の部

優 勝 獅子田秋美（功道館）

準優勝 髙橋 大和（勝山会）

小学５年上級の部

優 勝 徳永 愛心（拳夢館）

準優勝 鈴木 健太（拳夢館）

小学６年上級の部

優 勝 木本 留偉（国武館）

準優勝 榎本 剛大（袖ヶ浦拳友会）

中学男女の部

優 勝 髙山 悠 （国武館）
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準優勝 上原 久 （紘武会）

一般有級男女の部

優 勝 柳田慎二郎（真心会）

準優勝 村尾 智子（紘武会）

一般有段男女の部

優 勝 坂部 亮介（袖ヶ浦拳友会）

準優勝 芦田 弘 （真心会）

村尾智子選手

二人で競いました

組手競技
今回から幼児と小学生の部についてはメン

ホーを着用して試合をすることになりました。

幼児の部

優 勝 中村 透真（功道館）

準優勝 菅生 楽佳（葵會館納侍塾）

小学１年の部

優 勝 中村 恭輔（葵會館本部）

準優勝 鈴木 千遥（拳夢館）

小学２年の部

優 勝 木本 玲央（国武館）

準優勝 小出 悠翔（葵會館納侍塾）

小学３年の部

優 勝 山脇 勇希（葵會館本部）

準優勝 中村 風太（功道館）

小学４年の部

優 勝 藤田 稜平（葵會館本部）

準優勝 獅子田秋美（功道館）

小学５年男子の部

優 勝 鈴木 健太（拳夢館）

準優勝 須賀 伊吹（紘武会）

小学６年の部

優 勝 木本 留偉（国武館）

準優勝 宮崎 航 （功道館）

小学５～６年女子の部

優 勝 徳永 愛心（拳夢館）

準優勝 近藤 穂香（拳身会）

中学男子の部

優 勝 米満 大和（紘武会）

準優勝 楠美 敦也（紘武会）

中学・一般女子の部

優 勝 永峰 萌衣（葵會館納侍塾）

準優勝 白川琳々亜（葵會館納侍塾）

一般男子の部

優 勝 宮崎 直人（葵會館納侍塾）

準優勝 楠美 純也（紘武会）

女の子

も 負けて

はいませ

ん

一般はメンホー

を着けず対戦

優勝

国武館

組手少年団体戦
優 勝 国武館 （木本（玲） 田中 木本（留）)

準優勝 葵會館本部(秋山・山脇・石渡）

第三位 功道館 （小川・獅子田・宮崎）

同 拳夢館 （鈴木・徳永・廣瀬）



10月に続き卓球協議会からのクラブ紹介で

す。11月12日（火）松戸でのレディース大会でイ

ンタビューしました。

① クラブ（チーム）名 三田クラブ

② 代表者 寺沢由美子

③ 連絡先 船橋市飯山満

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）

名前の由来は船橋市立三田中学校と隣接し

ている三田公民館が練習場所のためです。

今年10月で創立39年を迎え、船橋市婦人卓球

チーム多数ある中でも一番古いのではと思わ

れます。多い時は90名の部員、卓球台は８台で

交代で練習しています。現在の部員は35名で

す。練習は木曜日9時～12時で月4回行ってい

ます。その他創立記念大会や新年会を行い、親

睦にも努めています。

（当日試合に参加したＡ・Ｂチームの皆さん）

⑤ クラブのアッピール（14年度の抱負等）

和気藹々と練習していますが、月1回は多球

練習なども取り入れ、船橋市の大会や県大会、

その他オープン戦にも多く参加しております。

交通の便が良くないのが難点ですが、入部を

お待ちしています。

⑥ 11月12日（水）の松戸体育館での大会は参

加チームも少なく、選手の私たちも活気に欠け

て淋しい大会となり、残念に思いました。

主催者も大変だったでしょうが、会場が狭く感

じる程の参加者が来年は集まれば良いですね。

青柳・松田組

保 前 ・三 枝

組

宮田さん

クラブ紹介

三田クラブ
千葉県卓球協議会

貴方のお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頂ける方を

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、交通費等をお支払する用意が

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



スポーツ連盟千葉県連盟では、11月11日（火）

夕方、連盟の方針の一つ「スポーツ基本法」を

実践するための施策として昨年に引き続き対

県交渉を行いました。連盟からは園川理事長、

浅沼副理事長、金子事務局長の3名で臨みまし

た。 教育庁側の出席者は体育課施設・調整班

から柳生主査以下3名が参加。

右側 園

川理事長

と 浅 沼 副

理事長

要請に先立ち、昨年に引き続き要請の場を設

けていただいたことに対する感謝を申述べ今

年集約した「スポーツ予算の増額を求める署名

合計250筆」を手交。併せて、来年2015年11月

に創立50周年を迎える新日本スポール連盟の

運動を紹介し、「スポーツのひろば12月号」と

「Sports Netちば 11月号」を手渡し要請を開

始しました。

冒頭、教育庁から昨年までと変わった点とし

て、施設改善に際して総務部・資産経営課とい

う部署が新設され、今後各部署から集約された

要請については当該課の承認が必要とされる

ようになった事が告げられました。県の施設が

老朽化していることから、限られた予算の効率

的運用を図るためというのが目的だそうです

が、今後施設の改善要請もかなり絞り込まれる

ことが予想されます。

県所管の「千葉県総合スポーツセンター」に

設置されている「野球場・体育館・サッカー場・テ

ニスコート・宿泊研修所」にかかる要請の具体的

なやり取りの中で昨年と比較して前進したもの

として

・テニスコート洋式トイレの増設は予算の範囲

内で可能な限り要請に応じたい

・陸上競技場の1種更新に伴う改善計画の中

で写真判定機器を従来の機器より性能がアッ

プした機器に変更される事（今年度中に工事施

工及び完了予定）

・体育館照明のLED化を図った事等が挙げら

れます。その他の要請項目については、要請内

容は認識しているが、予算が限られている事な

どの理由から大規模改修計画を待つという受

け身の姿勢が目立ちました。

また、新しく県主管のスポーツ施設を増設す

るという計画は現在のところ全く構想自体が

ないこと。仮に施設新設を行った場合管理・運

営に多大な支出が予想されることから難しい

との前向きな回答はありませんでした。

さらに、平成26年度県予算1兆6千億円余の

約0.25%、4100億円余が教育庁に配分され、そ

の内容も国際千葉駅伝、インターハイ、アクアラ

インマラソン等イベント中心の支出を、もっと県

民スポーツ振興という観点から予算増額をい

う指摘については、主旨は理解できるが、施設

費としての予算は1億円余りであること、高校

校舎の耐震化が重要課題であるの説明を受け

ました。施設改善を図るにはもっと、もっと利用

者の声を県政に届ける必要を感じました。

懇談を終了するにあたり連盟としては「スポー

ツ基本法」に謳われている理念の主体となるべ

き行政側の姿勢が国・県ともに弱い現状を憂え

ており、もっと強力な指導力を発揮してほしい

事を訴え、今後とも懇談会を持続して開催して

いくことを確認し今年の要請を終えました。

～対県交渉での興味ある一コマ

議題にはありませんでしたが、今年陸上競

技場に配備になった走り高跳び用具のマット

にスポーツくじで有名な「toto」の極めて大

きなマークが入っていることを問題視して、

この点を主査に尋ねると「補助金を頂いてい

ることからロゴマークを一定の大きさで表示

することがルールで規定されています。また

設置する際にも観客にもはっきり見えるよう

にすることが求められています。」とのこと。

教育的観点からみると、ギャンブル行為を

あおるものではないかという危惧されます。

本来は行政が予算にきちんと支出するべきも

のですが、国も県もスポーツの施設を充実す

るための財政基盤が「くじ頼み」になってい

る現実を垣間見た思いがしました。

※千葉市との懇談会の様子は次号に掲載します。

昨年に引き続き教育庁体育課と

懇談会を行いました



１１月２５日穴川コミィニテイーセンターにて、

第４２期・第３回理事会が開催されました。園川

理事長の挨拶のあと、金子事務局長の第２回理

事会後の活動報告〔第５０回スポーツ祭典を除

く〕がなされました。これについては「Ｓｐｏｒｔｓ・

Ｎｅｔちば」No147～No151の常任理事会報告を

参照してください。

討議事項としては、数回の常任理事会で検

討した規約改正についての提案がありました。

懸案の総会代議員の選出規定で、理事長推薦

の常任理事以外は種目からの推薦であること

を考慮に入れ「常任理事以外の理事は代議員

になることができる。」という項目は了承され

ました。その他の改正では「種目別スポーツ組

織」「地域別スポーツ組織」の名称を「種目別

協議会」「地域連盟」と変えること、役員に事務

局次長をいれる等がありました。

スポーツ基本法の具現化については、県教

委体育課、市スポーツ振興課との懇談会の理

事長の別項報告を参照してください。特に千葉

市においては基本法に基づいたマスタープラ

ンが未だ作成されていないこと、施設の老朽化

が進んでいることなどが挙げられます。

スポーツ祭典については、陸上競技で初め

て黒字決算、未登録と登録者の分離実施。ミッ

クスバレーボールでは協議会の設立を視野に

入れた自力開催ができたこと。テニス・サッカー・

野球で参加者の減少傾向がみられました。

減少事由を明確にして対処することが肝要。施

設利用料金の減免の活用について、スポーツ

施設管理規則等を精査し、次年度の対市・対県

懇談に組み込み検討する。また、野球では全国

大会での千葉代表チームの品格ある態度・行

動が非常に好感が持たれ、賛辞をを受けたこ

と。スキーでは第５０回大会を期して参加申し込

みビラを新聞折込、公民館配布し８０名の参加

を目途にしていること。その他として、１１月１９日

に新日本スポーツ連盟付属スポーツ科学研究

所が創設されたこと。１１月２４日の「九条の会」

全国行動に「スポーツ９条・千葉」も参加したこ

となどの報告がありました。

最後に訃報として、千葉県野球協議会で長年

にわたり球場確保などに尽力なされた郡司国

重氏が１０月３１日に逝去されました。ご冥福を祈

ります。 〔浅沼 義明〕

第49回全国軟式野球大会が11月15日（土）

16日（日）静岡市草薙球場で開催されました。

今年は第30回全国スポーツ祭典として開催

され千葉県ではこの大会に向け、3月9日から9

月15日の決勝戦まで6か月に渡り、1部～4部の

リーグ戦として開催されていました。

千葉からは栄町クラブＺが全国大会に出場し

ました。田久保野球協議会理事長に関東大会と

全国大会の様子をコメントして貰いました。

第３回理事会報告

栄町クラブＺ
関東及び全国大会へ

千葉県大会優勝「栄町クラブＺ」は10月12

日（日）東京・城北中央公園球場で行われた

関東大会においても埼玉代表「渡辺ツインズ」

を決勝戦で破り全国大会へ進出しました。

全国大会では今大会最多12回出場の栄町ク

ラブZは初戦主管地代表出場の「静岡モンスター

ズ」と対戦しました。

ヒット数も共に互角な試合内容を繰り広げ

ましたが、延長戦の末、惜しくも０－１で残

念ながら敗れてしまいました。

二日間にわたり熱戦が行われ、大阪代表

「なにわヤンキース」が20代前半の若い選手

層を揃えた九州鹿児島代表「イージーライダー」

相手に延長劇的サヨナラで大会参加１６チー

ムの頂点となりました。さすがにどの試合も

各地区代表らしい守備と攻撃の連続で一時も

目が離せないハイレベルな大会でした



12月 ７日（日）祭典・野球協・トーナメント戦決勝

12月14日（日）サッカー協・年間リーグ

12月21日（日）サッカー協・年間リーグ

検見川クロスカントリー大会

12月23日（休）テニス協・シニア大会

12月27日（土）鈴木杯テニス大会

冬季バドミントン大会

全国スポーツ祭典・卓球大会・一般の部

12月 6日・ 7日（千葉ポートアリーナ）

全国スポーツ祭典・サッカー大会

12月 6日・ 7日（千葉フクダ電子スクエア）

全国スポーツ祭典・バドミントン大会

12月 6日・ 7日（静岡県浜松市）

全国スポーツ祭典・テニス大会

12月20日・21日（静岡県浜松市）

1月10日（土） 登録クラブミックス団体戦（前期）

（市原卓球連絡会）

1月11日（日） サッカー協・年間リーグ

1月17日（土） ミックスバレーボール大会

新春チーム対抗テニス大会

1月18日（日） ミックスペアマッチ卓球大会

（かずさ卓球協議会）

サッカー協・年間リーグ

1月25日（日） 鈴木杯テニス大会（混合）

サッカー協・年間リーグ

1月31日（土） 鈴木杯テニス大会（女子Ｗ)

全国スポーツ祭典・卓球大会・年代別の部

1月24日・25日（愛知県豊田市）

１２・１月行事予定

第38回全国選抜軟式野球大会千葉県大会結果


