
桜の開花も聞かれる春の3連休の半ばの4月20日
（日）千葉県総合スポーツセンタ―において第44回新
日本スポーツ連盟千葉県連盟定期総会が開催されまし
た。
総会には今まで長い間全国連盟
で理事長の重責を担ってこられた
和食昭夫新会長を来賓に迎え、
卓球・空手・野球・バレーボール・
ランニング・スキー・サッカー・テニス
各協議会から23名（当日出席
20名）の代議員や理事12名、
オブザーバーを含め合計40名を
超える出席で今までにない賑やか
な中で行われました。
冒頭、和食全国連盟会長から「いつも千葉の活動には
励まされている。ひろばの普及・拡大では全国一の部数
拡大を達成した。また全国連盟が提起する活動に率先
して取り組み、その成果も着実に上げて全国の仲間に勇
気を与えている」等々日々の千葉県連盟の活動を絶賛。
いささか面はゆい思いがしましたが、皆さんの日々の活動
の成果と受け止めてかまわないのではないかと思います。
総会は、前半は野球協議会・碓井さん、後半はスキー
協議会・本田さんの司会で執り行われました。前半は20
15活動報告・決算及び2016年活動方針・予算、並
びにひろば会計報告が続き、最後に監査報告でいっ
たん休憩。休憩後、議案への質疑応答があり、その
後本総会のメインテーマである『世代的継承を具体
化し新たな連盟づくりに取り組もう』に絞った白熱し
た議論が行われました。

テニス協議会からは、会員拡大のために参加費に差を付
ける等会員優先策、サッカー協議会からは、チームスポー
ツ故の悩みや世代交代を図るためにはチーム数を増やす
ための対策について、バレーボール協議会からは、他の大

会と比較して連盟として特徴のある
大会を多くすること、空手協議会から
は、大会参加者が多くなっているが審
判確保に苦労していることから父兄を
巻き込んだ活動を展開していること、
野球協議会からは、チームの存続に
は年代構成を満遍なくすることが不
可欠で あること、卓球協議会からは、
最近の若手の世界での活躍もあり注
目が集まっているが中高年層が減少

している等々が報告されました。
討論のまとめとして園川理事長から、議案の質疑応答で
は財政面の議論から、会場確保の難しさが改めて明らか
になったこと、どの協議会も会員確保に苦労しつつも工夫
を重ね着実に前進していることに確信を持ち今後の連盟
活動に生かしてもらいたいとして発言がありました。
総会は提案の活動総括・活動方針は満場一致、予算・
決算については一部保留はあったものの、賛成多数で採
択されました。その後新に選出された執行部を代表して
園川理事長が挨拶。新たなスタートを切りました。

追伸：総会後の懇親会ではニューフェ
イスの参加もあり多いに盛り上がりまし
た。 園川 峰紀
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～～～千葉県連盟の活動に自信を持ちましょう！～～～

出席者一同勢ぞろい！新たなスタート！



卓球協議会恒例のスリーダブルス女子団体戦は2月2
4日（水）千葉公園体育館で開催。昨年より10チー
ムほど少なかったもののＡランク15チーム、Ｂランク20チー
ム、Ｃランク20チーム、Ｄランク16チーム、合計71チーム
が集まりました。
昨年まで3月に開催していましたが、賞品となるお花は2
月の方が多彩で豪華！との事で今年は例年より1週間
早く計画しました。

1位ﾘｰｸﾞCブロック優勝

西船レディース

参加者の注目の的、１位は赤い花びらの“ペラルゴニウム”
花言葉は「尊敬」「愛情」「艶やかな装い」。２位は可愛
らしい紫色の花“レースラベンダー”花言葉は「期待」「疑
惑」「あなたを待っています」でした。

1位ﾘｰｸﾞAブロック優勝

KMS

参加者の多くは家庭婦人の愛好者ですが、今回は千葉
市内高校生≪ＫＭＳ≫の参加もありました。『高校三年
生、大学受験も終わり部活もないので』との事、見事！
Ａランク、Ａブロック（一番強いグループ）で優勝。 ペラ
ルゴニウムを手にしました。「楽しかったです。幅広い年齢
層の中で試合が出来て良かったです。」との事。
また初参加の≪あけび≫の皆さんは「初めて参加させて
頂きました。沢山試合が出来、いろいろな型の選手と試
合が出来て楽しかったです。また参加したいです」と話して
下さいました。

1位ﾘｰｸﾞBブロック優勝

あけび

試合結果は以下の通りです。

（金子 泰夫）

１位 ペラルゴニウム
２位 レースラベンダー

スリーダブルスお花大会 今年も盛況！



今年8回目を迎えるなのはなテニス大会は1月31日か
ら3月27日までの3ヶ月間にわたり、男子・女子ダブルス、
男子・女子シングルス、混合ダブルスの5種目が行われま
した。
男子ダブルス戦は1月31日(日）青葉の森庭球場で
開催、24名が参加しました。3ペアのリーグ戦の後、順位
トーナメントを行い１位トーナメントでは飛川博信・山崎
興八州組が優勝しました。
女子ダブルス戦は2月21日（日）同じく青葉の森庭
球場で開催しましたが、申込が48ペアと多数のため3月2
7日（日）と二日間にわたり開催することになりました。
男子・女子シングルスは2月14日高浜庭球場で開催
予定でしたが、雨天のため中止となり男子シングルスは2
月28日に青葉の森庭球場で改めて開催しました。
参加者は23名で百瀬孝裕さんが優勝、女子シングルス
も同様に2月28日に開催、10名の出場で赤瀬ゆかりさ
んが優勝しました。
混合ダブルスは3月12日千葉県総合スポーツセンター
を会場として募集したところ、女子ダブルス同様48ペアも
の申込が殺到、1日では消化出来ず、3月27日の2日
間で行う事になりました。
そのため、雨天用に計画していた[チーム対抗テニス大
会]が開催できず加盟員からは『団体戦をやりたかった！』
との声があちこちから聞こえました。
来年度は協議会会員が優先的に参加できる大会を
増やすよう計画しています。 （渡辺伸明）

大会結果は以下の通りです。
◆男子シングルス １位トーナメント
優 勝 百瀬孝裕（ミッドナイト）
準優勝 平野智一（フリー）
第三位 山崎興八州（Team BMⅡ）

◆女子シングルス １位トーナメント
優 勝 赤瀬ゆかり（苺大福）
準優勝 入江優子 （フリー）
第三位 佐藤茶織 （フリー）

◆男子ダブルス １位トーナメント
優 勝 飛川博信・山崎興八州組

(Team BMⅡ)
準優勝 中山雅央・若狭宏明組(フリー)
第三位 中島 憲 ．新井浩一組(ﾊﾑｶﾂ･ﾁｰﾑ飛鳥)

◆女子ダブルス １位トーナメント
優 勝 吉田千秋・橋本幸子組(フリー)
準優勝 山口美紀・入江優子組(フリー)
第三位 坪根淑子・松田千佳子組(フリー)

◆混合ダブルス １位トーナメント
優 勝 梅津真弓・藤井正朋組(まりりんず)
準優勝 工藤陽子・杉本雅敏組(ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄ･ﾌﾘｰ)
第三位 富澤紀子・金子哲也組

(フリー・NOAEED)

◆男子シングルス 優勝

百瀬孝裕さん

◆女子シングルス

優勝 百瀬ゆかりさん 右

準優勝 入江優子さん 左

◆男子ダブルス 優勝

飛川さん・山崎さん

◆女子ダブルス 優勝

吉田さん 橋本さん

混合ダブルス 優勝

梅津さん 藤井さん

２日間の大会を開催
＝テニス協議会始まって以来の参加者＝

第8回 なのはなテニス大会終了



新日本スポーツ連盟の第32回定期全国総会が3月1
2日・13日に東京・全労連会館で22都府県と9種目
組織から83名の代議員と役員などあわせて120名の参
加で開催されました。千葉県からは県代議員の淺沼、竹
村、渡辺、種目代議員の石原、田久保、役員の脇村、
園川、金子の8名もの諸氏が
参加し、2015年の11月の
創立５０周年の記念行事の
成功裡をうけて「５０年の歴
史を継承し新たな歴史を歩
もう」とのサブタイトルを掲げた
議案の討議に参加しました。
この総会で初めて日本オリン
ピック委員会（JOC）からの
来賓と昨年発足したスポーツ
庁からのメッセージが届きました。この画期的出来事にも
触れ、永井博会長は50年の連盟の歴史において新しい
到達点になったことを、「国、行政、スポーツ団体がスポー
ツ権という共通の理念に基づいて活動する「スポーツ権の
時代」なったとし、新しい時代にふさわしい船出を提起しま
した。
議案提案のあと全体討論に入り２日間で１７人の発
言がありました。千葉からは初日に園川氏が「ひろば誌」
の購読者拡大についてこの２年間の実績を、二日目に
渡辺氏がテニスの愛好者に寄り添った大会の運営をして
参加者の増加を図っていることの報告がなされました。ま
た、今回初めて若手懇談会・スポーツと世界平和・スポー
ツ環境の実際などの７つの分散会を取り入れ、代議員の
発言を保障。活動の方向や可能性を模索した各分散
会の報告は、全体会で発表され、この報告をもとに文章
を起こして後で配布することになりました。
討論のまとめをした和食理事長からは、最初に全国連盟
と地域連盟・種目協議会との協議の活性化を図り、各々
が議案書の作成も主体的に取り組むよう今後検討をす
るとの提案がありました。続いてのまとめでは、「スポーツ権
が世の中の共通認識になり、それによってスポーツ団体や
行政との交流が新たに広がったことに言及。 スポーツ庁

との懇談会も課題については是々非々の立場で臨み、
継続をしていく。体協などスポーツ諸団体との協力協働を
推し進め、スポーツ愛好者の要望にこたえたスポーツ振興
をする。世代交代を推し進め、新たな息吹のもと、減少
傾向にある組織を増加に転化すべく５０年の歴史を継

承し、この総会を機に前進しましょう。」
と締めくくりました。
役員選出では永井博、伊賀野明、
川野弘之、野口信彦の４氏が顧問
に推挙、会長に和食昭夫、理事長に
石川正三、事務局長に福島邦夫の
各氏が選出されました。

（淺沼 義明）

50年の歴史を継承し、新たな歴史を歩もう
第32回定期全国総会開かれる

＝スポーツ庁からメッセージも＝

御挨拶

新日本スポーツ連盟第32回定期総会の開催

にあたりまして、御挨拶を申し上げます。

昨年10月1日にスポーツ庁が発足し、従来から

文部科学省で実施してきたスポーツ政策の更

なる発展・充実を図ることはもとより、スポー

ツを通じた健康増進や地域・経済の活性化、

国際貢献の施策を推進していくことで、全て

の国民が健康で文化的な生活を送ることがで

きる社会の実現を目指しています。

貴連盟におかれましては、50年もの長きに

わたり、市民スポーツの振興・発展に尽力し

てこららました。スポーツの魅力と価値を全

ての人々に広げることを目指す皆様の活動に

対し、深く感謝申し上げます。

本総会が、スポーツのさらなる振興・発展

に寄与することを期待するとともに、皆様の

ますますの御発展、御健勝を祈念し、御挨拶

とさせていただきます。

平成28年3月12日
スポーツ庁政策課長

澤川和宏

スポーツ庁からのメッセージ

理事に選出された脇村理事（左から3人目）

と園川理事（その隣）



※本稿は2月号の続きです。

①クラブ(チーム)名 栄町クラブＺ
②代表者 碓井秀明
③連絡先 千葉市中央区新宿1-12-6-803
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）

・チームの構成
現在は、ほとんどが高校・大学（部活・サークル）、ノンプ
ロ等経験者で占め、未経験の野球バカが何人か居ます。
職業も、飲食店等自営業、宅配便等運送業、シフト勤
務の製造業、一般サラリーマン、ノルマが懸かる営業マン
等まちまちのクラブチームですが、遊びも、野球も一生懸
命、家族ぐるみの付き合いです。また、年齢は、5~6年
前は30歳～57％でしたが、現在は20歳～19％、30
歳～22％、40歳～48％、50歳～11％で
主力が40歳代と高齢化にシフトしています。

最高は還暦を過ぎ70歳代から20歳代の息子程まで
の差がありますが、、歳の差を感じさせない何でも言える、
和気藹々と明るい家庭的なチームにまとまっています。ま
た、歳のせいか一昔前の過度な飲み方はありませんが、
時々は集まってハシゴ酒もあり懐かしく思うこともあります。
ベテラン、中堅、若手のバランスが良ければ、互いに協
力し合い、チーム愛が生まれ、強く安定したチームが出来
上がり、“継続は、力なり”と言われるようにチームの安定し
た継続が図れるのではないでしょうか？
人数は、クラブチームの宿命か？登録メンバーは27名と
大所帯ですが、まちまちの職業のため、試合日には日程
調整がつかず、人数が思うように揃わないことがあり、大変

苦労しています。さらに練習日も場所・日程の調整の関
係でまとまった練習はほとんどありません。トレーニング等は
あくまで個人の自主性任せです。（経験者が多いので）

・チームの特徴
これと言って目立つことはありませんが、結成当初より

「明るく、元気よく、大きな声で、チームワークを大切に」の
モットーは現在も変わっていません。試合中ベンチから盛ん
に声をかけ、時には味方を野次ったりしながら、ムードを盛
り上げています。（時々、味方から嫌われることもあります
が）
家族、友人等からなるサポート軍団がスタンドから大声援
（味方への野次も含めて）を送ってくれるチーム愛に満ち
た、力強い応援団があります。関東はじめ全国大会にお
いても同様にベンチとスタンドが一つになった光景は他所で
はあまり見受けられません。大きな“力”を貰っています“感
謝 感謝”の限りです。

・チームのアピール（16年度の抱負等）
創立以来40数年経ちますが、第19回全国選抜大
会（Ｈ8年・静岡・草薙球場）で優勝して以来“美酒”
を味わっておりません。また当時の優勝経験者は、監督・
キャプテンを含め僅か6人で、大半が美酒未経験者です。
野球協の皆さんかも「そろそろ大旗を千葉にどうですか？」
と言われて久しい状態です。今年は早々に全国選抜大
会（5月静岡・草薙球場）に向けた関東地区大会に
千葉県代表として参加する予定です。（この間に千葉
県大会の開催）あと一押しが足りず悔し涙を何度も経
験している、我がチームにとってはチャレンジャーとして「チー
ムワーク」と「試合を諦めない粘りと情熱力」で勝利を呼び
込めるようチーム一丸となって切磋琢磨し、念願の春・秋
全国制覇達成に向けて頑張る覚悟です。

⑤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）
野球協議会の役員の皆様には、グランドの確保をはじ
め、月々の打ち合わせ会議・資料作成、審判日程調整
等細やかなコーディネートに感謝しています。

クラブ紹介

栄町クラブＺ
野球協議会



SPORTS CALENDAR

繰り返される五輪代表選考の謎！？
選手の健康を第一義的に！営利の道具に使わないで！

「リオ決定だべ～(^^♪)」大阪国際女子マラソンで2時間22分17秒
の好タイムで優勝を果たした福士佳代子選手がフィニッシュ直後に発した
言葉である。
陸連が決めた代表選考設定記録2時間22分30秒もクリアしているこ
とから彼女も自然と口にしたのだろう。しかし、陸連幹部からは「代表当確」
の言葉はなかった。その為フルマラソンを完走してからわずか1ケ月あまりの
3月末に行われる最後の選考レース「名古屋ウイメンズマラソン」に一般
参加する旨意思表示していた。陸連幹部からも「大阪のダメージを考えると「名古屋」出場はやめてほしい」というコ
メントもあり最終的には「名古屋」出場を欠場することとなった。
五輪出場に切符は3枚。しかし代表選考レースは四つ。記録は選考記録を超えていても内定が出せないのはな
ぜか？3人のうち一人は世界陸上で日本人トップの成績を収めた選手に与えられる。実質残り二人の枠を三つの
大会で選ぶとなると益々狭き門となる。有望選手がひしめく女子マラソン界。いっそのこと一発勝負での選考にすれ
ばあとくされもなくすっきりしているという声が上がってもいいものだが・・・その方法が選手にも、しこりが残らないし体調
管理もうまくいくのではないかとの声も多い。
国内選考レースの三つには日本を代表するテレビや新聞社がスポンサーとなっている。マラソン中継はスタートから
フィニッシュまでたっぷり2時間強は放映され、その間ず～っとチャンネルが変えられることなく多くのスポーツ愛好者に視
聴される。視聴率が稼げる「ドル箱」の番組となる。一方、陸連にとっても陸上競技がなかなかメジャーにならない中、
収益が上がる「ドル箱」の競技となる。つまり両者の思惑が一致する利益最優先の姿が浮かび上がる。
過去五輪大会を迎えるたびに繰り返される光景。何年たっても変わらないあいまいな選考過程にほとほと嫌気が
さしてくる。これは男子の選考過程にも当てはまる。選手の健康を第一義的に考え、利益優先の考え方を捨てる
べきと思う。 園川 峰紀

１日(日) 野球協議会リーグ戦
第35回春季テニス大会

３日(祭)・４日(祭) 第35回春季テニス大会
７日(土) 祭典・卓球大会（団体戦）
８日(日) 野球協議会リーグ戦

第23回シニアテニス大会
祭典・サッカー大会

15日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会

21日(土) 第35回春季テニス大会
22日(日) 野球協議会リーグ戦

青葉の森リレーマラソン
祭典・テニス大会(関東ブロック予選)
祭典・サッカー大会

28日(日) 祭典・テニス大会(関東ブロック予選)
29日(日) 野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会
千葉県サッカー協議会総会 5月14日(土)
千葉県勤労者スキー協議会総会 5月15日(日）

５月
３日(日) 野球協議会リーグ戦

10日(日) 野球協議会リーグ戦

17日(日) 野球協議会リーグ戦
春季卓球大会
祭典・ミックスバレーボール大会

23日(土) 春のバレーボールフェスティバル
第35回春季テニス大会

24日(日) 野球協議会リーグ戦
春のバレーボールフェスティバル

29日(祭) 野球協議会リーグ戦
第35回春季テニス大会

千葉県空手協議会総会 ４月３日（日）
千葉県卓球協議会総会 4月 9日（土）
千葉ランニングクラブ総会 4月26日（火）
千葉県テニス協議会総会 ４月29日（祭）

４月


