
2015年の新年を迎えて千葉県連盟に集う皆

さんにご挨拶申し上げます。

今年11月に新日本スポーツ連盟は創立50周年

を迎えます。 ちなみに千葉県連盟は今年創立

45周年を迎えることになります。

全国スポーツ連盟では、創立記念事業の一

環として、先行して2014年11月8日「スポーツ科

学研究所」が立ち上がりました。この研究所は、

「基本的人権としてのスポーツ」の実現に向け

て研究を進めるとともに、一般市民の為のスポー

ツ科学とその体制の創造・発展に寄与すること

を目的としており、市民の立場からスポーツの

提言を行っていくという、今までにない画期的

な発想で取り組まれるものです。創立記念レセ

プションの席では、障害者スポー

ツの実情や2020年東京五輪・

パラリンピックをめぐる問題に

ついてパネリストからの発言

等があり、今後の活躍が大い

に期待されるところです。

また、昨年は2年毎に開催さ

れる全国スポーツ祭典が、「ス

ポーツ 絆と平和 フェアプ

レイ」をメインテーマに、また

東北復興支援をサブテーマに

して東海ブロックが中心となり行われました。

千葉県連盟主催の選考大会を勝ち抜いた陸

上競技、軟式野球、バレーボール、ミックスバレー

ボール、卓球、テニス、バドミントン等のチーム

及び個人が全国大会でも上位に食い込み、千

葉県の競技力の高さを披露し活躍しました。特

に卓球・一般の部は千葉県が会場となり、団体

戦では地元・千葉県勢同士の決勝戦となり大い

に盛り上がるとともに、全国から集まった選手

達からも大会運営等に好評を得ました。

一方、千葉県連盟が昨年から重要課題として

取り組んでいます「スポーツ基本法に謳われて

いるスポーツ権の具体化」については、昨年に

引き続き自治体交渉を行いました。（詳細はSpo

rts Net 千葉に掲載）対県は県教育庁体育課

を、対市はスポーツ振興課をそれぞれ窓口と

して、交渉前に行ったスポーツ施設の現地調査

をもとに交渉を行いましたが、『財政危機』とい

う一言で県民・市民の重大な関心事である新た

なスポーツ施設は県も市も計画自体がないこ

とが改めて判明しました。

スポーツ基本法に謳われてい

る施設の拡充を図るという内容

からほど遠い現状を一歩でも前

進させるためにも地道な活動が

大事です。また、昨年の全国総会

で確認された機関誌「スポーツの

ひろば」の普及・拡大を図る運動

（2500部達成目標）では、千葉県

連盟も一定の役割（130部目標。12

月31日現在126部）を果たしてい

ますが、全国的に見ればまだまだ

その歩みは目標には届いていません。私たち

の運動を知ってもらうためにも常に「ひろば」

誌を持ち歩き宣伝に努めることを訴えたいと

思います。今年は先に述べましたとおり、連盟

創立50周年を迎えます。是非「ひろば」の大幅

普及と連盟員拡大に向け更なる前進を遂げる

年にしたいと思います。
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新しい年を迎えて 更なる前進を！
新日本スポーツ連盟千葉県連盟 理事長 園川峰紀



千葉県野球協議会は昨年の９月から第50回

スポーツ祭典の一環としてとして選抜大会を

開催しました。脇村事務局長から「各チーム

への結果報告とお礼」を紹介します。

第３８回大会は９月１４日開幕し、１０月１３日は季

節外れの２週連続の台風の影響を受け３試合し

か消化できず、その後の大会日程に影響があ

りました。また最終版１１月３０日も前日の大雨の

影響でグランドコンデションが悪く延期し、１２月

７日に準決勝・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２４チーム、オー

プン参加１４チームがエントリーしましたが、２チー

ムがキャップテン会議に参加せず実質３６チー

ムの参加でした。大会は２回戦で昨年準優勝の

ＳＡＮＳと３５回大会全国優勝したセブンスターズ

が対戦し７回引き分け、特別試合でも決着がつ

かずジャンケンにもつれ込みセブンスターズが

勝ち、そのまま勝進み優勝しました。３５試合の

うち、特別試合は３試合、雨で順延の影響か不

戦試合が３試合ありました。

ベスト４には福井電気、セブンスターズ、栄町

クラブZ、千城台ヤンキースが残りました。１・２・３

回戦を連続完封勝ちしたＧambler´ｓが準々決

勝を前に辞退したことは残念です。

準決勝第１試合はセブンスターズと福井電気

が対戦。１回裏福井は先頭打者がレフト前ヒット

を打ち、左翼手がもたつく間に２塁に進塁、２番

が送り１死３塁の好機を作るも３・４番が凡退しチャ

ンスを逸する。先行のセブンは３回８番先頭がレ

フ前ヒットで出塁、次打者が送り１死２塁から次打

者が三塁内野安打で出塁し、すかさず盗塁し１

死２・３塁のチャンスに次打者は凡退するも３番

がライト前ヒットで２者を返す。その後は両チー

ムチャンスを作れずセブンスターズが逃げ切り

ました。準決勝第２試合は昨年と同じ栄町クラ

ブZと千城台ヤンキースが対戦。１回先行の栄町

Zは１番がショートゴロエラーで出塁するも盗塁

失敗。２番がレフト前ヒットで出塁、３番がDBで１死

1・２塁のチャンスを作るも４・５番が凡退し先制の

チャンスを逃す。その後はチャンスを作れず無

得点。一方後攻の千城台ヤンキースも５回まで

チャンスを作れず。６回裏先頭打者が一塁線を

抜く３塁打を放ち、一番は三振に倒れるも２番

打者が前進守備の３塁手の頭をこすレフト前ヒッ

トで１点先取。金澤投手が散発３安打で完封し決

勝へ。

決勝は初回先行のセブンは２番がセンター前

ヒットで出塁後、WPで３塁まで進み３番のセンター

前ヒットで先制。その後はチャンスを作るも５回

まで追加点を奪えず、６回３番４番が連続ヒット

で出塁し５番のショートゴロがFCを誘い満塁か

らセカンドゴロの間に待望の追加点を挙げ、さら

に捕手の３塁への悪送球で１点を追加。その裏５

回までノーヒットの千城台は１死からDBと内野安

打の走者を３番が左中間に２塁打を放ち２点返

すも、ここまで連覇の夢を絶たれました。

新日本スポーツ連盟ではリーグ戦も開催していま

す。１月に案内しますので参加をお待ちします。また、

他のチームへも声かけして頂ければ幸いです。

（優勝 セブンスターの皆さん）

（準優勝 千城台ヤンキースの皆さん）

第３８回
全国選抜軟式野球大会

千葉県大会が終了

第５０回全国軟式野球大会千葉県大会

千葉県・千葉市等の調整会議の結果により

日程が決定します。開会式は２月上旬の予定

です。（2014年度は2月8日）



野球協議会からのクラブ紹介です。

１１月２３日、千葉県総合スポーツセンターでの全

国選抜野球大会予選会・会場にお邪魔しました。

①クラブ名（チーム名） 海浜ブラザーズ

②代表者 赤坂富士美

③連絡先 千葉市美浜区真砂

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）

千葉市の海浜（埋め立て）地区に住み、近所

の野球好きな人達の集まったチーム構成のた

め、海浜ブラザーズと命名しました。

結成して既に４０年近くになりますが、新日本

スポーツ連盟に参加して２７・８年になります。

その間、全国大会に8回出場することが出来ま

した。（選抜大会も３回出場・合計１１回）

（海浜ブラザーズの皆さん）

現在２０名近く選手がいますが、試合となると

１０名前後になってしまします。

草野球の一番難しい人集めに奔走しています。

練習も試合前に１～２回出来れば良い方です。

試合に追われますが、怪我だけは一番注意する

様、常に声をかけています。

バッターは

佐竹さん

⑤クラブのアピール（2015年度の抱負等）

２０００年和歌山大会にて全国制覇してから１４

年間低迷しています。もう一度全国大会出場を

目指し頑張りたいと思います。

ミーティ

ング

ピッチャー

前島さん

クラブ紹介

海浜ブラザーズ
千葉県野球協議会

ボランティア募集
貴方の手伝いを待っています
今年（２０１５年度）創立４５周年を

迎えた千葉県連盟では、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、交通費等をお支払いする

用意があります。

連絡先は以下の通りです。

ＴＥＬ 043-287-7353

ＦＡＸ 043-256-1454

メール njsf1970chiba@gmail.com



前号で千葉県教育庁との懇談会の様子を掲

載しましたが、引き続き千葉市スポーツ振興課

との懇談会の様子をお知らせします。

昨年の１１月２３日（火）園川理事長、金子事務

局長、田久保野球協議会理事長が丸島文化・ス

ポーツ部長、高橋振興課長、木村担当課長補佐

と話合いを行いました。

（署名用紙を手渡す園川理事長 右端）

交渉内容（要旨）は次のとおりでした。

◎スポーツ連盟 ○スポーツ課

１）各競技施設について

① 野球場関連

◎千葉公園、稲毛海浜公園など野球場施設のラバー

クッション等老朽化が進んでいる箇所の改善を

図ってほしい。

○ラバークッション等は現状で使用可能なものは

そのまま使用してほしい。稲毛海浜公園の場合

はコンクリートむき出しであることから何とか設

置したい。公園側にも伝える。

◎トイレの改善、ダッグアウト施設の改善、塗装部

分の再塗装、芝の管理改善等必要な個所の改善

を図ってほしい。

○必要な改善個所は実施したい。優先順位で対応

したい。ただ、すぐに改善できるとは言えないこ

とを理解してほしい。なお、千葉公園スポーツ施

設は現在再整理調査のための基礎調査中であ

る。 体育館も古く耐震性の問題もあり建て替え

を含め検討したい。新しい体育館を作りたい気

持ちはある。マスタープラン計画はない。

◎青葉の森野球場一般枠増加を図ってほしい

○大会利用が多い球場なので、現在の一般枠30%

以上の枠増は難しい。

② テニスコート関連

◎使用料の減額を図ってほしい。

○受益者負担が原則減額は難しい。

◎青葉の森庭球場、高浜庭球場等のトイレ悪臭改

善、洋式トイレへの改修等を図ってほしい。

○悪臭などがひどいとは聞いていないが、利用者

に我慢を強いるつもりはない。適切に対応した

い。生活様式の変化もあり洋式化は必要と思う。

改善計画の中で対応したい。

◎高浜庭球場出入り口の増設を図ってほしい。

○管理の問題もあり、増やす和兼備はいかないが

管理者と相談して何等かの工夫をしてみたい。

③ 陸上競技場関連

◎青葉の森陸上競技場の雨漏り対策を図ってほ

しい

○平成27年度予算で対応したい。費用が県と折

半で行う。

④ サッカー場関連

◎中田スポーツ施設、海浜公園サッカー場等の

利用の拡充を図ってほしい。

○年間稼働期間に沿って貸し出している。中田

施設は年間170日間。海浜公園はワールドカッ

プ仕様となっており、年間90日間稼働。

⑤ 体育館関連

◎千葉公園体育館、宮野木体育館等の照明設備

のLED化を図ってほしい。

○千葉公園はLED化されている。宮野木は水銀灯

である。保全計画の中でLED化を図りたい。

◎千葉公園体育館のロッカー設備、アリーナ内の

施設老朽化に伴う不具合箇所（スタンド椅子の

改修・塗装の剥がれ等）の改善を図ってほしい。

○ロッカーは交換部品がないので使用できるもの

を使用してほしい。アリーナ内の不具合は必要

な個所は改修したい。老朽化が進んでいること

は認識している。（野球場関連の回答参照）

◎千葉ポートアリーナでの行事計画について、

管理者が行う8月の自主事業計画は調整できな

いか。当方の行事開催がうまく実施できないこ

とがある。

○管理者独自計画でもあるので市からやらない

で欲しいとは言えないが、要望は伝える。

◎高洲市民プール脇に新設予定の体育館の進

捗状況を明示して頂きたい。

○動き出しているが入札ができない。3回行っ

千葉市スポーツ振興課
との懇談会を開催



た。来年度仕切り直し。補正予算を組む等1年 遅

れで行う予定である。

２）スポーツ施設増設計画について

◎現在の施設は満杯状態。利用も困難。将来計画

案があれば明示して頂きたい。

○施設全体の新たな配置計画はない。資産の総

合評価を行い、保全計画は立案済み。

資産経営課には提出済み。市全体計画では施設

は増やさず15～6％減らす方向。

東京五輪・パラリンピックに向け選考会イベント

誘致で一定の動きがある。

３）予算、特にスポーツ関係予算の増額について

◎本日提出した署名256筆にもあるとおりスポー

ツ予算を増やしてほしいとの声は大きい。

市民スポーツ振興のためにも是非増額を図って

ほしい。

○皆さんの要望は承知した。市の財政状況が 厳

しいことは理解してほしい。

去る11月29日～30日名古屋市・天白SCを含

む4会場で開催された第9回全国ミックスバレー

ボール大会で千葉県代表・八街排球クラブがベ

スト４の快挙を遂げました！

28日の予選リーグ第1試合の対戦相手REDS B

（東京板橋）をフルセットの末、2-1（①14-25：②25-2

2：③15-9）のスコアで乗り切ると、第2試合は同じ東

京北区MAPLEを2-0（①25-16：②25-22）で下し、予

選トーナメント戦の出場資格を得て、第3試合は徳島

の強豪チームKEYを相手に1セット目を25-9でゲット、

続く2セット目はジュース、ジュースの連続で手に汗

を握る攻防戦を31-29のスコアで下し翌日の決勝トー

ナメント戦へと駒を進めました。

あくる決勝トーナメント戦での1回戦は対戦くじ抽

選のおかげで準々決勝戦（ベスト８）からのスタート

となった。対戦相手は東北復興を旗印に勝ち上がっ

てきた今回大会のダークホース的存在の東北福祉

大学のメンバーで固めたPFUと激突。1セット目を25-

21で取ったものの、2セット目はPFUが18-25で逆転。

続く3セット目も接戦に次ぐ接戦が続いたものの八街

が16-14で勝利をもぎ取り、前回大会を上回るベスト

4の座を射止めました。

そして、準決勝（ベスト４）。ここまで来ると連日の

接戦でメンバーにもさすがに疲れが出てきたのか時

間帯によっては体の動きが鈍い。メンバーに声をか

けてみると「ここまで来たら上（優勝）を狙いたい！」

との力強い返事。ここで勝利を得ると次は決勝戦で

あることが十分選手たちも分かっている。

ベスト４には昨年の準優勝チーム：ブラピ（大阪）や

3位となったBlack Cats（関西ミックスバレー協会）等

の強豪チームが含まれている。八街排球クラブの相

手は準優勝チームのブラピ。お互いに黒を基調とし

たユニフォーム。男子選手の力強いバックアタック、

女子選手も果敢にアタックを仕掛けてくる同じよう

なチーム編成。接戦が期待されたがさすが強豪チー

ムとしての1日の長に勝るブラピが1セット目25-18で

ゲット、2セット目も全く同じスコアの25-18でブラピに

軍配が上がりました

2回目の出場でベスト４まで勝ち上がった八街排

球クラブの健闘に乾杯！試合後に選手に声をかける

と「相手が強かったですね。次はもっと上を狙ってみ

たいです。」とはじけるような笑顔で答えてくれたの

が印象的でした。

ミックスバレーは男女混合という編成から6人制

バレーでは見られない和気あいあいとした雰囲気が

強く、今後益々普及していくのではないかとの予感

を強くしました。 （文責：園川峰紀）

八街排球クラブ

の皆さん

八街排球クラブ（千葉県代表）

ベスト４の快挙！！
第9回全国ミックスバレー大会



11月23日（日）千葉市・星久喜小体育館にて

千葉県スポーツ祭典・空手大会に向け、保護者

対象の審判講習会が開催されました。

講習会概要説明

下 口 事 務 局 長

(右端）

旗を 持つ早川隆子

師範 (中央椅子席）

生 徒 の 相 手 を

す るナ ジ審 判 長

（左側）

１月１１日（日）サッカー協議会年間リーグ

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）サッカー協議会年間リーグ

１月２５日（日）サッカー協議会年間リーグ

第21回鈴木杯テニス大会（混合Ｄ）

１月３１日（土）第21回鈴木杯テニス大会（女D)

全国スポーツ祭典・卓球大会・年代別の部

１月２４日・２５日（スカイホール豊田）

２月 １日（日）サッカー協議会年間リーグ

第21回鈴木杯テニス大会

２月 ８日（日）サッカー協議会年間リーグ

第7回なのはなテニス大会(女D)

２月１１日（休）加盟杯卓球大会

第17回シニアテニス大会

２月１３日（金）～１６日（月）スキー祭典

２月１５日（日）サッカー協議会年間リーグ

２月２２日（日）サッカー協議会年間リーグ

第7回なのはなテニス大会(男D)

全国評議員会 ２月２１日・２２日 東京

１・２月行事予定

第4３期
千葉県連盟定期総会について
連盟規約第９条 第１項により下記の通り

定期総会を開催します。

各協議会は代議員の選出をお願いします。

記

期 日 ３月１４日（土）１：３０～４：３０

会 場 スポーツ科学センター 会議室

内 容 第４２期活動総括及び財政報告

第４３期活動方針及び予算案の検討

規約改正

その他

※今年は役員の選出はありません。

（役員選出は２年に１度）

各協議会からの選出基準。

１名～ ５０名 １名

５１名～１００名 ２名

１０１名～３００名 ３名

３０１名～５００名 ４名

５０１名～ ５名

代議員の選出は２月２８日（土）

まで

ランニング１名 空手１名 スキー１名

テニス３名 バレーボール３名 サッカー３名

卓球５名 野球５名

上記内容は第4回理事会で再確認します

空手審判講習会から

組手競技のルールや得点技の基準がすごく良

く分かりました。今後の自分自身の練習や子

供達の指導に生かして行きたいと思います。

（紘武会 村尾さん）


