Sports Net

ち ば 2016年11月号

New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2016年10月31日

「スポーツは平和とともに」
新日本スポーツ連盟千葉県連盟
〒263-0024 千葉市稲毛区穴川3-1-17

Tel
043-287-7353 Fax 043-256-1454
URL
http://sports.geocities.jp/njsf_chiba
E-mail njsf1970chiba@gmail.com
発行人

園川 峰紀

通巻

175号

第52回千葉県スポーツ祭典
バレーボール大会が閉幕
第 52回秋のスポーツ祭典バレーボール男女千葉県大

女子の部は、6 チームが10 月 9日 (日 )の予選リーグ戦

会が9 月24 日(土)及び10 月9日(日)に千葉市・花島

及び代表決定戦に挑みました。3チーム、2ブロックで行わ

運動公園体育館にて催されました。この大会は、11 月

れる予選リーグ戦を経て、代表決定戦の結果、先の関

中旬に催される全国大会への出場権が掛る大事な大

東大会でブロック優勝をして全国大会の関東推薦を得

会でもあります。

ている健友会とKAKALOTTOが1位となりました。また千

まず、男子の部ですが9 月24日(土)の予選リーグには

葉県枠2つを各ブロック2 位のFiap とNR REGINAが推

千葉県全域から15もの強豪チームが集まり決勝トーナメ

薦を受ける事となりました。この結果、女子も県勢4 チー

ン進出に挑みました！各試合とも接戦に次ぐ接戦で予

ムが11月19.20日に大阪で催されます全国大会への推

選から最高の盛り上がりで大会が始まりました。

薦を得る事が出来ました。今大会で、千葉県勢は関東

その結果、僅差で各予選リーグを勝ち進んだ上位10チー

大会の推薦も含め男女共4チームが全国大会へのキップ

ムが10月9日(日)の決勝トーナメントに進むこととなりまし

を手にする事が出来ました。この事は、関東における千葉

た。決勝トーナメント進出の10チームは、A・B各ブロックに

県のバレーボールのレベルの高さはもちろんの事、県内各

5チームづつ振り分けられ、千葉県代表として全国大会に

有力チームを含め県内での新スポーツ連盟への関心の深

推薦されるブロック優勝を目指します。

さが伺える事にもなりました。また、大会運営に関しても

その結果、激戦を勝ち抜き決勝に進んだのは、Aブロック

各チームともコート設

では、ドリフ海賊団、LV1、BブロックではCompare、RO

営、試合進行などか

ARの各2チームが決勝に進み、共に大接戦の末、Aブロッ
クではドリフ海賊団、BブロックではROARが1位を獲得す

ら撤 収作 業ま で率

る事が出来ました。両チームは、ブロック優勝と共に県代

き 、大 会 役 員 も 各

先して協力をして頂

表として11月12.13日に滋賀県で催されます全国大会
に推薦される事となりました。また、A・Bブロック2位同士
での3位決定戦で勝利したCompareが3枠目の県代表
の推薦を受ける事が出来ました。先の関東大会ブロック
優勝の健友会を含め、県勢で4 チームが全国大会への
出場権を得る

Bブロック優勝 ROAR

チームや選手方々の質の高さに驚いた程でした。
最後に、代表になられました男女各4チームにおかれまし
ては、全国大会では千葉県代表として日ごろの実力を
遺憾なく発揮されて県勢が上位を占められる事を期待し

事が出来ました。

ています。
（バレーボール協議会 会長 吉川 明）

Ａブロック優勝ドリフ海賊団

関東ブロック代表予選会を千葉県で初開催
10月10日（月・休）青葉の森テニスコートで埼玉・東
京・千葉の各県推薦選手と一般募集選手の20ペアで全

も観戦でき、その上試合が沢山出来、普段対戦したことの

国大会関東ブロック予選会が行われました。

ないペアと試合が出来て良かった」と喜んで頂きました。

全国スポーツ祭典は各県代表の他に関東ブロックと関西

参加者は、「さすが関東ブロック大会！素晴らしい試合

来年も参加しようとの感想でした。

ブロックとして1ペア出場出来ます。

（テニス協議会 運営委員長 渡辺 伸明）

当日は曇り空で涼しい陽気でしたが、白熱した戦いが展
開されました。試合は4 ブロックに分けて5ペア総当たりリー
グ戦を行い、その後、リーグ戦の1.2位が1位トーナメント3・

4位が2位トーナメント、リーグ戦5位が3ペアのリーグ戦を行
いました。
代表は1位トーナメントの優勝ペアですが、それぞれのトーナ
メントも決勝まで行いました。優勝するには1日で7試合を
優勝

戦うので体力・集中力が要求されます。決勝に残ったのは

神田・中岡組

埼玉県会員の一般参加と千葉県会員の一般参加関・
戸川ペアでした。

SCU方式（審判が付く）で厳しい試合が予想されまし
たが、埼玉の会員で一般参加の神田亜希子さんと中岡
和也さんペアが先に流れをつかみ、6 対 1 で優勝し、全国
大会の切符を手にしました。神田・中岡ペアは予想外で
準優勝

感激！！していました。
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和やかな中にもハイレベルの試合が続出！
10月10 日（月・休）千葉公園体育館で千葉県ス
ポーツ祭典・卓球大会 ダブルス大会が開催されました。
卓球のスポーツ祭典は、全国大会予選会として既に団
体戦、個人戦が終了しています。
ダブルス戦は全国にはつながりませんが大いに楽しめる
大会として定着し、今年は休日と言う事もあり、男子ダブ
岡田・石井組

中島・佐久間組

プは106才～121才。Cグループは122才以上と年齢で

坂下・金子組

月井・鈴木組

分けての組合せとなりました。（男女別ダブルス戦では）

午後はミックスダブルス戦が行われました。ミックスダブルス

ルスに55ペア、女子ダブルスに62ペア、混合ダブルスに84
ペアがエントリーし和やかな中にも緊張した試合が続きまし
た。
この大会は、ランク別でなく年齢別に均等なリーグ戦に
なるよう、男子 Aグループは88 才まで。Bグループは、81
才～110才。 Cグループは110才～139才。Dグループ
は140才以上。 女子はAグループ105才まで。Bグルー

午前中は男女のダブルスが行われ、最初5 ペアのリーグ
戦の後、1位のみ決勝戦を行いました。男子で一番若い

Aグループでは1ブロックから勝ち上がった千葉大学の大塚・
中西組と2ブロック代表、東京から参加の勇翔倶楽部の
岡田・石井組が対戦。3対2（9-11 7-11 11-5 1
4-12 7-11）の接戦の後、ベテラン岡田・石井組が優
勝しました。

戦も最初は５～6チームによるリーグ戦（16ブロック）の
後1～３位までの決勝トーナメント及び決定戦を行いま
した。Dグループ・118才以上の決勝戦では、河村・大河
原組（ﾁｰﾑへなちょこ）が高橋・中島組（うすいクラブ）
と対戦、シーソーゲームの末ファイナルまで行い3対2で（1

1-2 2-11 11-5 6-11 11-9）優勝しました。
（卓球協議会運営委員 金子泰夫）

結果は以下の通りでした。
種 目 ・グ ループ

1位

3位

2位

◆男子 ダブル ス
Aグルー プ

岡田・ 石井 組 （ 勇翔 倶楽部 ）

大塚 ・中西 組（千 葉大学 ）

Bグルー プ

松本・ 坂野 組 （ ﾁｰﾑへ なちょ こ）

鈴木 ・阿部 組（千 葉クラ ブ）

河村・ 中野 組 （ ﾁｰﾑへ なちょ こ）

喜多 見・甲 斐組（ アルフ ァク ラ ブ ）

Cグルー プ

Dグルー プ

小手・ 北澤 組 （ FCC）

黒坂 ・渡辺 組（ラ ズベリ ー）

横山・ 出口 組 （ 船橋 卓友会 ）

金本 (敬)・ 金本( 啓)（市 原ひ ま わ り）

萩原・ 中島 組 （ 園生 卓球愛 好会）

上野 ・高橋 組（個 人）

?女子ダ ブルス
Aグルー プ
Bグルー プ
Cグルー プ

大河原 ・吉 川 組 （チ ームへ なちょ こ） 小島 ・徳永 組（杏 仁クラ ブ）
西田・ 福島 組 （ チー ムへな ちょこ ）

亀井 ・坂本 組（大 網クラ ブ）

藤田・ 石井 組 （ あけ び～ず ）

三島 ・二見 （なの はな君 津）

中島・ 佐久 間 組 （う すいｸﾗ ﾌﾞ）

宍倉 ・小林 組（千 葉クラ ブ）

坂下・ 金子 組 （ 杏仁 クラブ ）

三浦 ・永沢 組（フ ォルテ ）

月井・ 鈴木 組 （ 松戸 さざん か）

橋・ 島田組 （スー パーボ ール ）

Aグルー プ

中野・ 吉川 組 （ ﾁｰﾑへ なちょ こ）

宇井 ・加瀬 組（大 網クラ ブ）

Bグルー プ

松本・ 福島 組 （ ﾁｰﾑへ なちょ こ）

北野 ・伊藤 組（真 砂サン デー ）

Cグルー プ

宮内・ 荒木 組 （ せっ さ卓ま ）

河浪 ・岡野 組（入 船クラ ブ）

小手 ・亀 井 組 （FC C）

Dグルー プ

河村・ 大河 原 組 （ﾁｰ ﾑへなち ょこ）

高橋 ・中島 組（う すいク ラブ ）

月井 ・鈴 木 組 （松 戸さざ んか） 伊 藤・庭 山組（ ﾁｰﾑへ な ち ょこ ）

◎ミッ クスダ ブルス

北 澤・坂 本組（ FCC）

第7回常任理事会報告
10月24日(月)19時から第76回常任理事会が開催

卓球と私
山口 順

15歳、卓球と出会いました。
今は、卓球場がめずらしいですが、当時、大阪市内には、
相当数あったと思います。子ども同志のピンポンでした。付
属高校という事もあり、師匠は大学生で、私にとって憧れ
の兄貴みたいな存在でした。基本のフォア―ハンド・ドライ
ブをマンツーマンで教わりました。
卒業後も交流は続き、師匠の結婚式にも出席し、後
に私の結婚式では司会をお願いし、公私に亘り、お世話
になりましたが、残念ながらあの阪神大震災で音信不通
になっています。卒業し社会人になると、卓球とは全く無
縁になり、40 数年が過ぎ、御多分に漏れず、不規則な
生活のつけで「メタボ何とか？」と診断され、医師の「何か
運動をしなさい！」と指示され、58才で再び卓球を始め
ました。
「
「ルール」「用具」「ボール」殆どが変わっていて真に、浦島
太郎状態でした。そんな卓球が、今、私の生きがいになっ
ているのですから、本当に人生とは面白い。若い時に、身
体で憶えた技術は老いても忘れないのです。
定年まであと1年の時、40年近く連れ添った妻がガンで
闘病6 か月であっけなく逝ってしまいました。独り残された
初老の男の寂しさと喪失感は、パートナーを亡くした方に
しか判らないと思います。その状況で、何もせずの生活を
続けていたら多分、私はこれを書いていないと思います。
卓球を通して知り合った仲間は私にとって宝物です。
今年七回忌法要を済ませ、初孫を抱く事も出来ました。
あと何年出来るか分かりませんが、2020東京五輪・パラ
リンピック。13 回忌を目標に身体が動く間は卓球を続け
ようと思っています。そして3 年前からお手伝いをしている
県卓球協議会の役員も毎回、勉強不足を痛感しなが
らですが頑張って行こうと思っています。
（卓球協議会 運営委員長)

されました。
前回の常任理事会(9月26日)からの活動報告では，
スポーツ祭典バレーボール大会でドリフ海賊団（男子優
勝）健友会（男子推薦）
，女子は優勝がKAKAROT
と健友会の2チームあったこと。卓球では祭典のダブルス戦
（男子，女子，MIX）に140ペア以上の参加があったこ
と。テニスでは関東ブロック大会での熱戦状況（優勝は
残念ながら埼玉）や，鈴木杯でのレベルの高い試合内
容などが報告されました。また，スキー祭典の準備状況
や目前に迫った全国陸上競技大会の参加者数などの
報告もありました。
連絡事項では，今後一ヶ月の予定として，全国陸上
競技大会の財政見通しやなかなか会場確保ができない
船橋アリーナを卓球の船橋混合大会会場として借りられ
たこと、野球のトーナメント戦の決勝が11月27日に開催
されること。公共施設の指定管理者制度の広がりが，会
場確保を困難にしている現状があることについて認識を
共有しました。また，12月10日に開催される関東ブロッ
クのウォーキングや千葉県スキー祭典のチラシについて，公
民館や組合関係に配布してはどうかなどについても討議し
ました。
協議事項では，紙１枚も無駄にできない千葉県連
盟の厳しい財政状況について協議しました。解決の道は
会員や機関誌「スポーツのひろば」の拡大にあることを意
思統一しました。また，青葉の森公園の体育施設や天
台のスポーツセンター，フクダ電子ヒルスコートやポートアリー
ナなどの千葉県や千葉市のスポーツ施設の整備や修理に
ついて，さらには指定管理者制度のもと，借りづらくなっ
た施設のあり方について，対県・対市交渉を行うこと、そ
のためにも，「スポーツ予算増額等を求める要請署名」の
取組みを強化するために，多くの民主団体に訴えていく
ことが話し合われました。
各協議会の課題については，毎年減少傾向にある中
でも，新しいチームの参加を勝ち取っている野球協議会
について，特に来年に予定している全国大会について，
大会成功のため県連盟として何ができるのか，何をしなく
てはならないのかについて話しました。
（常任理事 佐々木睦明）

⑤クラブのアッピール(チームの抱負等 )

ク ラブ 紹介

“若い人には負けない”をモットー

ＣＯＭＰＡＲＥ

に『最後まで諦めない』『一生懸命
頑張る』を基本にプレーしています。

バレーボール

イタリア語で『最後まで諦めない』の
文字をユニホームやウエアーのあちらこちらに付けています。

①クラブ名

ＣＯＭＰＡＲＥ

全てイタリア語なので【知る人ぞ知る】で他のチームの人に

②代表者

松下 智

は分からないでしょう。

③連絡先

八千代市八千代台東

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）

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）

チーム名のCOMPAREはイタリア語で“おっさん”です。

スポーツ連盟のバレーボール協議会は県内

10 代、20 代は高校・大学

の「クラブ連盟」（6~7チーム）より多くのチー

でバレーボールを『バリ・バリ』

ムが集まっているので沢山試合が出来ます。

プレーしていたものの、次第

レベルも高いので大いに楽しめます。11月12

に仕事や家庭の忙しさのた

･ 13 日に滋賀県で開催される全国大会で

め、今まで通りバレーボール

は優勝を目指して頑張ります。

は出来なくなった。でも『どう
してもバレーボールを続けたい。』
そう言った人達が集まったチー
ムです。
従って30代と言う年齢制限があります。現在は33才から

《インタビューを終えて》

36才まで、以前同じチームの仲間以外にも、かってはライ

代表の松下さんは優しい風貌ながら、順天堂大学出身

バルだった人も入っています。高校・大学はバラバラ。春

で関東大学リーグ1部で活躍した経験の持ち主。

高（春の高校生大会）に出場したメンバーがほとんど。

10月9日のスポーツ祭典・決勝トーナメント戦では、素人

部員は14名、松下さんが呼びかけ今から2年ほど前に結

の私が受けたら『骨折は間違いなし！』の強烈なスパイク

成されました。練習は週一回土曜日、柏市・湘南高柳

を連続してさく裂させていました。（文責 金子泰夫）

高校で行っています。

◎ 今年 も志賀高原へ
千葉県スキー祭典のお知らせ ◎
◆と

き

2017年 2月10日(金)～13日(月)
10日千葉駅

朝発9時

夜発20時15分

◆ところ

志賀高原スキー場 （日本で一番広い）

お問い合わせ、お申し込

◆宿

泊

岩菅ホテル（発哺温泉・源泉掛け流し）

みは千葉県連盟へ。

◆費

用

４３，０００円
(往復バス代・宿泊代・スキー教室・交流会費・障害保険代)

◆スキー教室 初心者～上級者
◆定

員

８０名 （バス２台）

☎ 043-287-7353

SPORTS CALENDAR
11月

12月

5日(土) 鈴木杯テニス大会(予備日)
6日(日) 野球協議会トーナメント戦

11日(日) 祭典・空手大会

13日(日)
20日(日)
23日(祭)
27日(日)

サッカー協議会リーグ戦
鈴木杯テニス大会
野球協議会トーナメント戦
野球協議会トーナメント戦
サッカー協議会リーグ戦
鈴木杯テニス大会
野球協議会トーナメント戦
鈴木杯テニス大会(予備日)
野球協議会トーナメント戦 決勝戦
サッカー協議会リーグ戦

期日 及び 会場県
陸上競技
６日 千葉県
軟式野球
12・13日 滋賀県
バレーボール(男子) 12・13日 滋賀県
テニス
19・20日 大阪府
バレーボール(女子) 19・20日 大阪府
シニアサッカー
26・27日 宮城県
ウォーキング
26・27日 兵庫県

◆全国スポーツ祭典

18日(日) 検見川クロスカントリー大会
サッカー協議会リーグ戦

23日(祭) シニアテニス大会
加盟杯卓球大会

24日(土) 冬季バドミントン大会

期日 及び 会場県
ミックスバレーボール
3・4日 兵庫県
サッカー(一般)
3・4日 兵庫県
バドミントン
10・11日 静岡県
卓球(一般)
10・11日 兵庫県

◆全国スポーツ祭典

スポーツの秋に思う
スポーツ基本法に立ち返って？！考えれば・・・・
スポーツの秋到来！体を動かすには最適の時を迎えていますね。読者諸兄も毎
日？額に汗しながらスポーツに勤しんでおいでと思います。
先日、千葉市内の公共スポーツ施設で「千葉市スポーツ振興計画」という文書を
見つけました。スポーツ連盟はここ3年、毎年11月に千葉県・市に対して会員等
から集約した署名を基にスポーツ予算の増額や施設の改善要求を行っていますが、
昨年の千葉市スポーツ振興課との懇談会で「スポーツ基本法」の成立を受け、2016年から新たな「基本計画」を
策定する予定があるとの説明がありました。スポーツ連盟としては「基本法の精神を組み込んだ計画になることを期
待している」と要請していましたが、一読していくつか疑問点が浮かびました。
その一つ「全体を通じて『プロスポーツの選手』が含まれていることを明確にする等・・」の表現があります。基本法の
精神は、私たちが創立以来訴えてきた「いつでも、どこでも、だれでもスポーツを！」のスローガンが「スポーツ権」として
国民の基本的人権の一つとして明記されたことであり、その為に国や自治体は施策を講じ、施設の整備・充実を
図らなければならないことにあったはず。プロ選手の権利を否定するものではありませんが、全体を通じて云々するの
であればその視点は国民・県民・市民にあるのではないでしょうか。また、市民スポーツ活動の現状と課題を探る為
に市民アンケートを実施し、その分析が掲載されています。その内容は、週1回スポーツを行っている市民が減少、
行っていない市民が増加している、身近に気軽に使える施設があれば利用したい、安く使える施設があれば利用し
たいという回答が上昇傾向にある等々現象のみに終始し、その原因はなにかという観点がありません。今一番スポー
ツをやっている年齢は中高年層です。若年層は不安定雇用、長時間労働などでやりたくてもできない労働状況に
あることをどうすれば解決できるか、これは今の政治にも繋がる問題だと思います。
今年も11月に自治体要請を行いますが、スポーツ基本法の原点に立ちかえってスポーツ計画を実施するべきで
はないでしょうか？と訴えてみることにします。 PS：千葉市HPに全文が掲載されています。ご覧になりたい方はこち
らにURLを！https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/sports/keikak（園川 峰紀）

