
千葉県スポーツ祭典・サッカー大会は6月14日(日)青
葉の森競技場での開幕戦から8月30日(日)の決勝戦
まで延べ6日間にわたって行われました。
昨年度までリーグ戦を行いその後決勝トーナメント戦を
行っていましたが、今年度はどうしても会場が確保できず、
やむなくトーナメント方式で運営することになりました。

千葉県サッカー協議会登録の精鋭12チームが参加、
各チームとも持っている力を発揮し、充実した大会となり
ました。なお大会名は昨年までの名称を受け継ぎ、
春季サッカー大会とし、11月に宮城で開催される
East Japan Cup(東日本大会)の代表権を得る千葉
県スポーツ祭典として開催しました。結果は若い力のあ

るカメラートがHELLCATを下し東日本大会の
切符を手にしました。

熱戦の模様

カメラート
若い力で優勝をゲット！
千葉県スポーツ祭典 サッカー大会が終了
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サッカー年間リーグ開始
恒例の年間リーグは9月20日（日）の加茂運動公園から開始されました。
期間は9月から来年3月13日までで、1部は７試合、2部は6試合が保障されています。
全て芝生のピッチでの試合で例年参加チームから喜ばれています。
リーグ戦に先立ち9月19日（土）千葉市穴川コミュニティーセンターで運営委員会を開催、
全チームの代表が参加し日程等の確認をしました。リーグ戦に参加チームは以下のチームです。
１部 FCバルサン FCリベルタ パルテスール アベニーダ CIELO

HELLCATS 夜の盗賊団 カメラート

２部 ワイルドマジョーラ ＮｉｋｏＦＣ ラッセル FCCROWS
ヤンキース 茂原FC FC TECH



10月12日(月・休)千葉県総合スポーツセンターテニス
コートで混合ダブルスチーム対抗テニス大会が開催され
ました。
大会には12チームが参加、この日は秋晴れのテニス日
和でした。試合内容は3チームのリーグ戦で2試合、その
後の順位別トーナメントでも2試合、合計4試合を行い
ました。 参加者からは安価で沢山試合が出来て楽し
かったとの好評を頂きました。

12チームを紹介します
＜Ａブロック＞
チームミラクル、まりりんず、ブラックソックス１

＜Ｂブロック＞
ともちゃんず、Ｔ－ＡＳＫＡ、めいゆーる

＜Ｃブロック＞
ミッドナイトテニス、平均年齢４８、チーム飛鳥

＜Ｄブロック＞
ブラックソックス２、ミネバル、ブルーローズ

結果は以下の通りでした、
☆1位トーナメント
優勝 ミネバル(渡辺・金谷・沢出・栗原・大岡・山口）
準優勝 ともちゃんず(小田・増田・竹内・大貫・露崎・福

田）

第３位 チームミラクル(高澤・高杉・濱津・横張・並木
・山本）

☆2位トーナメント
優勝 Ｔ・ＡＳＫＡ(西谷・西尾・小林(理)・久泉・渡辺・

小林(圭)）

準優勝 ブラックソックス2(佐々木・山田・杉浦・吉原・
大塚・林）

☆3位トーナメント
優勝 ブルーローズ(佐藤（ひ）・谷口・塙(康)・佐藤(守)・

森・塙(忠)）

優勝 ミネバル

準優勝 ともちゃんず



①クラブ(チーム)名 テニスB
②代表者 村田 実
③連絡先 現在、メンバー募集しておりません。
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）

テニス好きが集まり、雨の日も嵐の日もテニスをしてい
るので「私たちテニスバカだね！」と話していたのが元で、
テニスバカ → テニスBAKA → テニスBとなりました。

メンバーは約120名。特に固定の練習は無く、メンバー
各自がコート確保してメンバー内で参加者を募集してテ
ニスする、皆で集まって試合に参加する等、ゆるい感じで
活動してます。

⑤クラブのアッピール(今年度の抱負等）
Facebookでグループを作り全国展開してます。

そのため、皆で集まるテニス合宿は兵庫県、千葉県、滋
賀県、佐賀県などで行い、今年は山梨を予定！
また、メンバーは初心者～全国レベルまでいますが、
一番の目的は楽しむこと♪テニス（アフター？）を通じ
て各自レベルアップしながら楽しんでます。今年に限らず
抱負は楽しくテニスをする事」と「呑んでも自力で帰る事！」
(笑)

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)

スポーツ連盟の団体戦は楽しんで出させて頂いており
ます。複数チームでのエントリーをお願いすることもよくある
ので、エントリーの確認状況が早めに分かるような仕組
みがあれば助かります。

錦織選手の活躍でテニスが注目されてきてますが、
まだまだマイナースポーツの域を脱してませんので、スポー
ツ連盟様が主催しているような安い費用で参加できて、
テニスを楽しめる機会が増えて欲しいと思います。
出来る協力はさせて頂きますので、これからもよろしくお
願い致します。

クラブ紹介

テニスB
カテゴリー：テニス

来年も日本一広い志賀高原スキー場で開催し
ます。宿泊もお馴染みの発哺・岩菅ホテルです。
ふるってご参加ください！！

◎期日 2016年2月12日(金)～15日(月)
12日の出発は朝発と夜発の２便

【朝発】千葉駅 8時－千葉市役所8時30分
－ＪＲ津田沼駅 9時

【夜発】千葉駅20時15分－千葉市役所20時30分
－ＪＲ津田沼駅21時

◎参加費 43,000円(2.5泊5食・バス代・宿泊代
・スキー教室・交流会費・保険代等）

◎お申込 80名(先着で締切とさせて頂きます)

※申込は郵送で、
詳しいことは千葉県連盟まで・・・・

TEL043-287-7353 FAX043-256-1454

第51回千葉県スキー祭典

開催のお知らせ



恒例の千葉県スポーツ祭典・ダブルス戦は9月22日
（火・休）千葉公園体育館で開催されました。この大会
はスポーツ祭典の中でも全国大会に繋がる大会とは違
い、親睦と技術の向上を図る事を目的として開催されて
います。
但し、千葉公園体育館は土曜・日曜などはなかなか
確保出来ず、近年は平日開催が多かったのですが、今
年は幸運にもクジが当たり休日開催となりました。
この大会はダブルス戦として二人合わせての年齢別大会
として定着しています。
前半（午前）は男子・女子のダブルス、後半（午後）
は混合ダブルスを行いました。
試合結果は以下の通りでした。
◆男子ダブルス１部
優勝 犬塚佳希・中西 健組（千葉大学）
◆男子ダブルス２部
優勝 北澤章宏・小手広幸組（ＦＣＣ）
◆男子ダブルス３部
優勝 渡辺二郎・益子清三組（船橋卓友会）

男子ダブルス

◎女子ダブルス１部
優勝 西田久美子・福島清美組（チームへなちょこ）
◎女子ダブルス２部
優勝 伊藤美代子・杉山晴美組（こざくら）
◎女子ダブルス３部
優勝 宍倉照子・小林美由起組（千葉クラブ）

女子ダブルス

□混合ダブルス１部
優勝 牧田智希・秋葉由樹子組（千葉大学）
□混合ダブルス２部
優勝 鈴木敏男・小林美由起組（千葉クラブ）
□混合ダブルス３部
優勝 田中重喜・目原美幸組（卓愛会・幸）

混合ダブルス

【参加者の声から】
○久々に新スポ連ダブルス大会に参加
しました。連休の関係で参加者は多く
はありませんでしたが、パートナー（渡辺二郎さん）のす
ごい働きで優勝することが出来ました。次回も参加した
いと思います。（船橋卓友会）
○試合が多く、沢山試合が出来て良かったです。下位トー
ナメントもあると良いと思います。２種目出る人は出場を
割引してほしい。 楽しい試合でした。（ぴんぽんず）
○社会人の方と多く試合をすることが出来、とても良い
経験となりました。来年も大会に出たら良い成績を収め
られるようにしたいです。運営等を行って下さった方々あ
りがとうございました。 （千葉大学）

ダブルス戦を開催！
千葉県スポーツ祭典・卓球大会盛況のうちに終了

今年のダブルス戦は５ペアのリーグ戦を中心に組合せをすることにしたため、合計人数の関係で、
男子１部 99歳まで10ペア、男子２部100～129歳21ペア、男子３部130歳以上10ペア、。
女子１部 105歳まで10ペア、女子２部106～131歳26ペア、女子３部132歳以上20ペア、そして
混合１部 101歳まで12ペア、混合２部101～126歳25ペア、混合３部126歳以上24ペアに分けて組合
せをしました。



第6回常任理事会は10月28日(水)19：00から県連盟事務所
にて開催されました。

事務局からの報告(9~10月)では特記事項として
・野球協議会から、休日に会場を確保しているにも関わらず、チー

ムの参加が思わしくなく日程消化が遅れ気味になっていること。

原因として日曜日は参加可能だが祝祭日は仕事が入りなかな

かメンバーが集まらない等の報告がありました。また昨年まで会

場確保にご尽力頂いた郡司さんが死去されたことから会場確保

が困難になっていることも報告されました。

事務局からの11~12月の連絡(特記)として
・野球協議会から決勝戦予定会場(天台)にトーナメント戦がずれ
込みそうだとの事。

・関東ブロック会議の報告として、2016年9月3日・4日にスポーツ
セミナーを開催する事や2016～2018年の2年間は千葉県
連盟が会議運営の開催担当県となる事等の報告がありました。

協議した内容

１）組織の現状：空手の登録員数を１団体2名として合計26
名を計上する。従って2015年の総登録人数は1728名となり
ました。1割増の目標は残念ながら未達成でした。

２）ひろばの普及：自主目標の180部を達成(10月25日現在)
全国の先駆けとなりました。一層の普及を図ろうと確認し合

いました。

３）対県・対市懇談会(交渉)について
対県交渉日程：11月12日(火)16：00～ 理事長・事務
局長他1~2名参加
対市交渉日程：11月26日(木)11：30～ 理事長・事務
局長他1~2名参加
※昨年要請時に実現しなかった箇所等を再度要請。

県に対しては予算増額をメインに、市に対しては施設使用料

金の減免措置を重要課題とします。

※署名については昨年並みの250筆を目指す。現在約180筆。
４）千葉県スポーツ祭典中間総括

スキー以外の種目について11月9日(月)まで内容及び決算
報告を行う。

５）Sports Net ちばの編集について
11月号の記事の校正・レイアウト・記事内容の検討を行い
ました。12月号の記事内容・担当者を再確認しました。

６）財政について

12月末に決算となるので事務所維持費などは12月中に計
上してほしいとの事。

７）県連盟総会について

2016年3月20日(日)開催。議案書/役員選考会/総会
招集等を確認しました。

※11月は常任理事会はなし、第2回理事会は穴川コミュニ
ティーセンターにて11月25日(水)19：00～を予定です。

園川 峰紀

オリンピックに見る女性アスリート
進出の背景は？

女性のスポーツ界への進出は昨今目を見張るものがある。
人類の最大のスポーツ祭典であるオリンピックでは男性に迫る
参加者数となっている。ちなみに2012年ロンドン大会では参
加総数10568名中、女性4676名、男性5892名、女性
比率44.2％となっている。この大会で特筆されるのは、参加
204か国の国・地域すべてが女性を送り込み、更にこれまで
女性選手を派遣してこなかったイスラム圏の国からも出場があ
り、正式種目26種目すべてに女性選手がそろったことからも
歴史的大会となった。日本から出場した選手はすでに参加
総数の50％を超えており、ますますこの傾向は強くなるという。
その影響からか、日本が獲得した金メダルの総数にも反映し
ている。2004年アテネ大会以降は女性選手が獲得した金メ
ダルが男性選手のそれを上回っていることをご存じだろうか？
一方、日本人女性アスリートは結婚・出産・子育てというプ
ロセスの中で競技の第1線から退くことが多く、復帰を実現で
きる選手は少ない。しかし、外国人女性アスリートは、同様に
結婚・出産・子育てをしながら現役生活を続けるケースが多
い。その背景には、競技を裏から支える理解のあるパートナー
の存在もあると思うが、スポーツを文化としてとらえている土壌
があるのではないだろうか？ 最近目にした報道に、長野県・
軽井沢町で開催された画期的な試みとしてコーチを志す女
性のために育成プログラム「女性コーチアカデミー2015」があ
る。参加者には元テニスプレーヤーの杉山愛さん、女子柔道
金メダリスト塚田真希さんといった方がいる。アカデミー参加者
の発案で「2020東京五輪ですべての女子種目の監督を女
性にするための行動を宣言する」という軽井沢宣言が出され
た。実現すれば女性選手にとって朗報といえる。
蛇足となるが、スポーツ団体の役員となると殆どが男性。スポー
ツ連盟も女性役員の増加を提案しているがまだまだ少ない。
是非とも先に述べたように女性監督・コーチの増加も含
めて指導者に女性が進出してくるようになってほしいと切
に願う。 園川 峰紀

第6回常任理事会報告



SPORTS CALENDAR

1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
第22回鈴木杯テニス大会

3日(祝) 祭典・野球大会トーナメント戦
7日(土) NJSF創立50周年記念行事
15日(日) 第22回鈴木杯テニス大会（予備日）

サッカー協議会・年間リーグ
21日(土) シニアテニス大会
22日(日) サッカー協議会・年間リーグ
23日(月・祝)祭典・野球大会トーナメント戦
28日(土) サッカー協議会全国シニア大会・

千葉県大会
29日(日) 祭典・野球大会トーナメント戦

第22回鈴木杯テニス大会
サッカー協議会・年間リーグ
サッカー協議会全国シニア大会・
千葉県大会

14・15日 全国バレーボール大会 徳島市
全国軟式野球大会 春日市

28・29日 全国ミックスバレーボール大会 金沢市

11月

にわかラグビーファンが急増？
ワールドカップ大会での日本代表の快進撃！！
ワールドカップ大会過去7大会でわずか1勝しか挙げていなかった日本がイング
ランド大会で見せた快進撃が世界を驚かせた。初戦の優勝候補の一角である
南アフリカを相手に勝ち取った大金星は、長い日本のラグビーの歴史で見ると信
じられない1勝だという。このような劇的な勝利を示してくれたことから巷では
「にわかラグビーファン」が急増しているという。かくいう小生もご多聞に漏れずその
一員かもしれない？
ラグビーの面白さって何だろう？蹴ってみたらどこに転がるのか予想できない楕

円形のボール1個を筋骨たくましい大の大人がやっさもっさ取り合っているだけじゃないか？という人もいるだろう。しかし、試
合終了と同時に「ノーサイド」となれば、勝者も敗者もない。その精神は「みんなは一人のために、一人はみんなのために」と
いうフェアプレー・スピリッツに貫かれているところに多くの共感が集まるのだろう。
このようなラグビー界であるが、元首相の森喜朗氏が日本ラグビー協会名誉会長を務めている。同氏は皇国史観を持つ
人物であり、首相在任当時「日本は天皇を中心とした神の国である」との不規則発言で物議を醸しだしたことでも有名。
最近では2020東京オリンピック・パラリンピック大会組織委員会会長であるにも関わらず、膨れ上がる建設費ですったもん
だの「新国立競技場問題」では「たった2500億円の金が出せないのか？」と庶民感覚とはかけ離れた発言でひんしゅくを
かったり、はたまた「エンブレム問題」ではリーダーシップを発揮できず、今に至るも東京五輪2020が果たしてまともに開催で
きるのかどうかの原因を作り出した人物の一人でもある。このような人物がスポーツ団体の長にあることが『不思議』でならな
い。
惜しくも決勝トーナメント進出を逃した日本代表にはこれからもさらなる峰を目指してフェアプレー溢れる試合を
見せてもらいたい。2019年に開催されるワールドカップ東京大会での4強入りも夢ではないかも！？
そのためにもスポーツ団体を率いるリーダーには資質ともに優れた人物が求められていると思う。 園川 峰記

6日(日) 祭典・空手大会
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

13日(日) 第22回鈴木杯テニス大会
サッカー協議会・年間リーグ

16日(水) 松戸レディース卓球大会
20日(日) 第14回検見川クロスカントリー大会
23日(祝) 第22回鈴木杯テニス大会（予備日）
26日(土) 冬季バドミントン大会

5日・ 6日 全国バドミントン大会 名古屋市
19日・20日 全国卓球大会・一般の部 京都市

12月


