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年頭にあたり
新日本スポーツ連盟千葉県連盟
理事長 園川 峰紀
昨年11月創立50周年記念事業を成功裏に終えた

交渉は昨年3回目を数え、少しずつではありますが、市

全国連盟は、今年の 3 月に隔年開か れ る定例 総会

民スポーツ要求の前進に寄与することができたものと思

（第 32回）が開催されます。記念事業の一つであった
『 50年史』にも述べられているとおり、私たちの運動は50

います。更に今期は新たにスキー協議会の再建、ウォー

年の歴史を継承し、次の 60年、 70年に向け新しい歴

キング協議会の立ち上げ、陸上競技を始めテニス・卓球・
野球・サッカー・ミックスバレー・空手等11種目に及ぶ「第

史を歩むべく新たな前進のスタートを切ることになります。

51回千葉県スポーツ祭典」を実施する等スポーツ活動

昨年度、価格値下げをして紙面刷新を図り 2500部
への増誌を目指した連盟機関紙「スポーツのひろば」が
目標に届かなかったり、現勢力の1割増しを目標値とし
た連盟登録員数も微減傾向が続いたりとマイナス面も
ありましたが、新たに広島県連盟が結成されました。

FSGT ・韓国体育市民連帯やスタン市（仏）陸上クラ
ブ（FSGT 加盟）と合同で成功させた反核平和マラソ
ン福島～東京～広島～長崎1800㎞。2020東京オリ・
パラをめぐる運動での東京都連盟を中心としたオリ・パラ
実行委員会が要求していた新国立競技場建設問題の
白紙撤回。「アジェンダ 2020」に基づく競技施設の見直
しが行われる等プラス面も多々見受けられました。
一方、県連盟は今年創立45年目を迎えるこことなりま
す。50周年記念事業達成に向け取り組んだ連盟機関
紙「スポーツのひろば」は、自主目標を設定して全国でも
際立った普及活動を展開し目標を達成し、記念事業に
少なからず貢献することができました。
また、スポーツ基本法の具体化を図る活動として、スポー
ツ予算増額、公共スポーツ施設の拡充等を求める署名
活動に取り組み、その成果を元に行ってきた対県・対市

面でもいくつかの前進した面がありました。
今後は役員体制の若返り、連盟員の増勢、新しい協
議会の設立等県連盟として乗り越えなければならないハー
ドルが多くありますが、決して乗り越えられないハードルで
はないと思います。この11月には千葉県総合スポーツセ
ンター陸上競技場を舞台として第31回全国スポーツ祭
典陸上競技大会が開催されます。その他野球・バレー・
サッカー等の競技は兵庫県を中心に開催の運びとなって
います。全国スポーツ祭典を成功させることにより、より一
層民主的スポーツの発展が約束されるものと確信します。
全国連盟に続き、この2016年を継承と発展にチャレン
ジすることに力を出し切ろうではありませんか！

栄町クラブZ 3年振りに優勝を飾る!!
第３９回全国選抜軟式野球大会千葉県大会の結果報告
第３９大会は９月２３日開幕し、１０月１1日は
雨のため延期となり試合日程が変則となってしまいまし

をつかむも後続なし。栄町Z はその裏四死球を足掛りに
３連打で４点を追加し試合を決めました。

た。その後はグランド確保が平均的に確保できず試合間
隔が空いてしまい、チームによっては最終版３週連続の

◎優勝

栄町クラブＺ

日程となってしまいましたが１２月６日に準決勝・決勝
戦を行い無事終了することが出来ました。
今大会は、リーグ参加チーム１９チーム（第３８回
２４）
、オープン参加１１チーム（第３８回１４）合
計３０チームと過去最低の参加となりました。特徴的な
点は昨年優勝のセブンスターズがチーム解散により不参
加だったことです。長い期間チームを維持することが並大
抵の努力では成り立たないことを目の当たりにした次第

◎栄町クラブＺの攻撃

です。
大会は昨年ベスト４の福井電気が２回戦で特別試合

決勝は初回、先行の栄町 Z は先頭が四球後盗塁、

となり敗退、３回戦でリーグ戦２部優勝の隼が１昨年

２番の右中間２塁打で先制し、３番のライトオーバー

優勝の千城台ヤンキース相手に特別試合に持ち込むな

の２塁打で追加点をあげます。その後も内野安打四球

ど緊迫した試合が展開されました。２９試合のうち、特

で２死満塁まで攻めるも後続なし。
４回栄町Z は先頭がセンター前ヒットで出塁し２・３盗
と四球で無死１・３塁とし BKで追加点をあげる。しかし

別試合は３試合、コールドゲームは７試合、１点差ゲー
ムが９試合と競った試合が多い大会となりました。
準決勝第１試合はマグナムとコーナーズの対戦となり
ました。コーナーズは初回先頭が四球で出塁し盗塁、２
番センター前に落ちるヒットで無死１．２塁として３番
の投ゴロを３塁悪送球で先取点を奪いその後２エラー
をからめ３点を追加し４点をあげる。マグナムは２回１
点を返すも２番手投手が打ち込まれ１０対１で敗退
しました。
準決勝第２試合は３年連続栄町クラブZと千城台ヤ
ンキースが対戦。初回先行の栄町Zは１番が四球で出
塁し２番が三振の時盗塁、３番が四球で１死１・２
塁とチャンスを作るも後続なく無得点。３回栄町Z は９
番が四球で出塁し盗塁と PBで２死３塁から３番がセ
ンターオーバーの２塁打で先制すると４回にも追加点を
あげ２点差としました。
千城台ヤンキースは４回まで完全に抑えられていました
が５回１死後から３連打で１点差とし同点のチャンス

後続なく１点止まり。
対するコーナーズはその裏、内野安打２本と PB（パス
ボール）２個で２点を返し更に６回には１死後内野
安打と盗塁で１死２塁から投手の２塁悪牽制球の間
に生還し試合を振り出しに戻しました。延長８回コーナー
ズはライト前ヒットとエラーから１死３塁のサヨナラのチャ
ンスを作るも３・４番が凡退しました。
９回栄町Zは四球とエラーで無死１・２塁とチャンスを
作りましたが３・４番が凡退しチャンスが潰えたかに見え
ましたが５番の左中間寄りの打球をセンターが落球し２
点をあげ逃げ切り３年ぶりの優勝を果しました。
（野球協議会事務局長

脇村 元夫）

団体戦優勝「葵會舘本部」
空手協議会が第51回千葉県スポーツ祭典・空手大会を開催
12月 6日（日）第 51回千葉県スポーツ祭典空手
大会が天台の千葉県総合スポーツセンター武道館にて
開催されました。近年天台の武道館を確保することがな
かなか出来なかったため実に3年ぶりの県武道館での開
催となりました。
空手協議会では大会を年２回開催しています。今年
度は7月19日に夏季大会を開催しており、今回は千葉
県スポーツ祭典として開催しました。
大会には夏の大会より 4団体多い 16の団体が参加し、
選手も183名集まりました。
今回も形競技と組手競技を同日に行いました。午前中
は形競技と団体戦の2回戦まで行い午後は組手競技と
団体戦の準決勝・三位決定戦そして最後に決勝戦を
行いました。 今回の大会には全少（全日本少年少女
空手道選手権大会）に参加した全国レベルの選手が

10名以上も集まり、全国優勝した選手の参加も２名
ありました。このためレベル的にも他の大きな空手大会に
引けをとらず、緊張感あふれるハイレベルな戦いが繰り
広げられました。団体戦では、夏に優勝した勝山会が、
一回戦で今大会より新しく参加した強豪の一心塾に敗
れる波乱がありましたが、最後は全少出場選手を有す
る葵會舘本部が２対１で一心塾を下しました。
（空手協議会 事務局長 下口好史）

●組手個人戦
幼児の部

千葉嵐史(一心塾）

小学１年の部
小学２年男子の部
小学２年女子の部

大間草介(一心塾）
齊藤珀伸(一心塾）
鈴木千遥(拳夢館）

小学３年男子の部 木本玲央(国武館）
小学3･4年女子の部 上川希海(一心塾）
小学４年男子の部 山脇勇希(葵會舘本部）
小学５年男子の部 藤田稜平(葵會舘本部）
小学5･6年女子の部 獅子田秋美(拳夢館）
小学６年男子の部
佐久間達也(一心塾）
中学１年男子の部
中学女子の部

三木稜太(濤心館）
白川琳々亜(葵會舘納侍塾）

中学2･3年男子の部

髙橋飛羽(濤心館）

一般有級男子の部
一般有段男子の部

柳田慎二郎(真心会）
坪内雄希(小中台拳身会）

●形競技
幼児の部
小学１年の部
小学２年初中級の部

中村美杏(葵會舘本部）
菅生楽佳(葵會舘納侍塾）
齊藤珀伸(一心塾）

小学３年初中級の部
小学2･3年上級の部
小学４年初中級の部

西藤彰洋(勝山会）
藤樫くるみ(一心塾）
渡辺元樹(錬極館）

小学４年上級

平子穂乃花(拳夢館）

小学5･6年初中級の部 中村咲希(勝山会）
◆一般有段の部優勝

坪内選手

小学５年上級の部

髙橋大和(勝山会）

小学６年上級の部
中学生の部

徳永愛心(拳夢館）
髙橋飛羽(濤心館）

一般男女有級の部

柳田慎二郎(真心会）

一般男女有段の部

戸張 梓 (錬極館）
◆組手競技
一般有段の部決勝戦

◆形競技

小学生の部

大会結果は以下の通りです。
●組手団体戦
優勝 葵會舘本部 （先鋒 中村・中堅 山脇・大将・
藤田）
準優勝 一心会 第三位 納侍塾

◆団体戦優勝

葵會館本部

第7回常任理事会報告
休日開催ではありましたが第７回理事会を12 月23 日に
行いました。恒例の「ひろば誌」読後感想では田久保理事か
ら、障害者選手がスポーツ連盟の陸上大会において日本新
記録樹立などの素晴らし成果を上げていること、障害者の施
設利用割引について千葉市のテニスコートでは市の障害者
団体は減免料金になるが、県の障害者団体は減免されてい
ない等が話されました。

オリンピックは両刃の剣か？
ユダヤ人を地球上から抹殺しようと数百万人をアウシュビッ
ツ収容所始めヨーロッパ各地で虐殺し、人類史上未曽有の
被害をもたらしたヒットラーは、オリンピックもまた最大限に
利用しようとしました。聖火ランナーを走らせる理由で建設し
た道路は侵略戦争遂行のための戦車を移動させるための
軍事道路に利用されました。ベルリンオリンピック開会式での
ドイツ選手団の旗手は鍵十字の旗を掲げ入場し、世界に
ナチスドイツの勢力を誇示しました。

この間、行われた全国大会で千葉県代表が成果を上げて
います。徳島市で行われたバレーボールで「清球会」がベスト
４。金沢市でのミックスバレーでは「 GOZILA」が優勝。
千葉市でのサッカーでは「カメラート」優勝。高知市でのテニ
スでは壮年女子で平山選手が優勝しています。県内の主だっ
た行事として12月20 日の検見川クロスカントリー大会が454
名、12 月6 日の空手大会で180 名を超す参加で成功裏に
大会を終わっています。
全国理事会報告では「労山」が登録会員から賛助会員へ、
全国連盟代表を５～６名の共同代表に変更する発議が出
され、次回評議員会で討議するとの報告がありました。
連絡事項として、卓球で初めて新春卓球大会を1 月24 日
に開催を予定しています。サッカーおよび空手協議会から若
手登用に伴う役員補充の申し出があり今後検討します。
協議事項として、①全国へのクラブ数及び連盟員の登録
人員の現勢報告は各協議会総会時の人員とし、その後の加
盟員数の変更は次年度の総会にて把握します。②ひろば誌
の誌代回収は今年中に行います。③財政について、県連盟
の分担金では個人種目は一人1,200 円、団体種目は１ク
ラブ5,000 円～10,000 円の事務所維持費と決めています
がバレーボールは都合により別途検討し調整します。④第44
回県連盟総会は3 月20 日( 日) に開催します。代議員の招
集は各協議会長に送付・要請しました。初めての日曜日開
催を考慮し代議員の選出を早めてください。また、先の役員
選考委員会で理事の推薦人数を20 名としました。各協議
会からの推薦受付期間は2 月1 日～2 月13 日となっています。
所定の届け出用紙に推薦者等を記入し事前に届けてくださ
い。⑤その他 スポーツ連盟50 年誌「 50年のあゆみ」が上梓
されました。スポーツ連盟の歴史・理念を理解するためにも、
各協議会の運営委員はぜひ購入願います。安保法制反対
の2,000 万人署名を進めます。署名用紙は事務所にありま
すので早急に手当てして下さい。事務所トイレの洋式化を検
討しています。（副理事長 淺沼 義明）

日本もまた同大会に最大規模の選手団を派遣、韓国出
身の選手を日本人の名前で出場させるなどして数多くの
メダルを獲得しました。当時の日本は世界恐慌の嵐の中、
小作争議や労働運動が相次ぎ国民は苦しい生活に追い
込まれていましたが、国民の不安や不満はオリンピックでの日
本選手団の活躍に打ち消されてしまいました。
スポーツは、本来同じルールの下で競技をすることから自主・
平等で民主的であるべきです。古橋広之進選手の全米水
泳選手権大会での優勝は、敗戦に打ちひしがれていた国
民にどれほどの勇気と生きる力を与えたかは言うまでもありま
せん。友情と団結を培うスポーツ文化が、なぜ人々を不幸に
落とし込むものになるのでしょうか？スポーツ連盟創立宣言
を起草した城丸章夫教授は「スポーツとは元もと自主的で
民主的なものなのです。なぜ非民主的なものになるのか、そ
れはスポーツを行う側が民主的なものの見方や考え方の持
ち主なのか非民主的な考え方の持ち主なのかに他なりませ
ん」（体育・スポーツ論）と述べています。
オリンピックは、世界人民の友
情や連帯を目指す平和の祭典
でなければなら ないのに 、時の
為政者はスポーツを最大限に
利用してきました。東日本大震
災から立ち直る日本を世界にア
ピールしようと招致した 2020 年
東京オリンピックですが、皮肉にもオリンピックのために復興支
援が大幅に遅れると言う矛盾に追い込まれています。
安保法制の強行採決、農業破壊のTPP 大筋合意、消
費税10パーセント増税等この間の安部政権の暴走を見る
につけて、強引に招致した 2020 年東京オリンピックが国民
を不幸に陥れる両刃の剣（やいば）にさせては絶対になら
ないと思うこの頃です。

（事務局長

金子 泰夫）

クラブ 紹介

隼（ハヤブサ）

役員選考委員会より、県連盟理事の選考につい
て規約第６･７条の選出規定により告示します。

カテゴリー：野球
①クラブ(チーム)名 隼（ハヤブサ）
②代表者

塚田 智久

③連絡先

習志野市藤崎

選考委員会より

記

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）
隼のチームの由来は、速くて勇敢、勇気があって何物
をも恐れ『隼』をあやかり名前をつけました。

1987年に会社の仲間が集まって創立し、今年で 28
年目を迎えることが出来ました。チームのメンバーは14名
で20歳から47歳と年齢差はありますが、春と秋のバーベ
キュー、暑気払い、決起集会（飲み会）
、忘年会、隼
杯（ゴルフ）旅行等イベント多数です。千葉市・習志
野市を中心に活動しています。
勝つことは大切ですが、メンバー全員で楽しく野球をし
よう！！をモットーに活動しています。
⑤クラブのアッピール(今年度の抱負等）
お互い仲間づくりを大切にしているチームです。今年チー
ム創立以来初めて２部リーグ優勝することが出来ました。
来季より１部リーグに昇格します。
この仲間で野球が出来る喜びを忘れずに、１勝でも多く
勝利できる様に頑張ります。

■隼の皆さん

■隼の攻撃

理事の定数・推薦・立候補について
(１ )理事定数の最終決定は 2月 24日 (水 )の
第 3回理事会で承認を受けることにしますが
理事の定数は 20名を予定しています。
(２ )理事の推薦
①推薦組織
○理事会 ○各協議会から（含む準備会 )
（野球・卓球・サッカー・バレーボール・
空手 ・テニス ・ラ ンニング ・スキー ・
バドミントン・ウォーキング）
②推薦受付期間
○理事会及び協議会からの推薦受付期間
2月 1日 (月 )～ 2月 13日 (土 )
○推薦書類
別紙
事務局にあります
(３ ) 理事の立候補 (理事会及び各協議会からの
推薦以外の立候補）
○立候補受付
2月 1日 (月 )～ 2月 13日 (土 )
○立候補届書式
別紙
事務局にあります。
・所属組織の 10 名以上の推薦者名と事
前の届け出制となっていることを周
知して下さい。
※総会当日の立候補はできません。

SPORTS CALENDAR
2016年1月
24日(日)

31日(日)

2月
7日(日)

ミックスバレーボール交流大会
新春チーム対抗テニス大会
新春卓球大会
サッカー協議会・年間リーグ

サッカー協議会・年間リーグ

12日(金)～15日(月)スキー祭典
14日(日) なのはなテニス大会

第8回なのはなテニス大会
サッカー協議会・年間リーグ

サッカー協議会年間リーグ

21日(日) なのはなテニス大会

16日・17日 全国卓球選手権大会・年代別の部
岡山市

サッカー協議会年間リーグ

24日(水) スリーダブルス卓球大会
28日(日) なのはなテニス大会

フィギュアスケート界の昔・今・未来
トリプルアクセル、トリプルルッツ、ダブルループ、ダブルトーループ。。。。これってご存知ですよね？ いわずと知れ
たフィギュアスケートでのジャンプの呼び方ですね。テレビ中継を見ていると、カタカナのオンパレード！あっという間
の出来事なので、素人目には全部同じジャンプにしか見えないが、玄人にはわかるらしい。小生の相棒もフィギュ
アスケートのファンを自認しており、テレビ中継される度に画面にくぎ付け。いっぱしの評論家へと変身。「あ～でも
ない。こ～でもない。」と蘊蓄をひとくさり。
それはともかく、最近の日本のフィギュア界は、若手で有望な選手が次々と輩出している。NHK
杯で前人未到の300点超えの得点をたたき出し、続くスペイン・バルセロナでのグランドファイナル
でも直前のNHK杯を超える300点超えの世界最高得点を出している羽生結弦選手。一方、女
子でも一年間の休暇を経て復帰した浅田真央選手、若手のホープ宮原知子選手の台頭等話
題に事欠かない。どうしてこんなに新しい選手が出てくるのか？当分の間は日本も安泰ではないか？
とも思える。
彼らの練習環境や遠征などの費用はスケートに疎い小生には推し量ることはできないが、聞くと
ころによれば、小学生のころから親元を離れ、開けても暮れてもスケートの練習。そして、大会参
加のために遠征に次ぐ遠征。他人事ながら大変厳しい状況にあるのだろうと想像される。ましてや、
トレーニングの場所となるスケートリンクは年々減少してい
ると聞いている。その殆どが民間の施設、羽生選手が本拠地としていた
宮城のリンクも東日本大震災で被害を受け、一時期練習場所が確保
できない時期もあったという。基本的には私財を投じての競技生活が余
儀なくされているのでは、と危惧している。
このように私財を投げうたなければ競技を続けることができないのであれ
ば、これから先も安泰とは言い難い。少なくとも国としてちゃんと予算を組
んで、選手には思う存分世界で活躍してもらいたいものだ。公共スポーツ
施設は自治体の責任で整備することが謳われている「スポーツ基本法」
の精神こそが問われるのではないか？
園川 峰紀

