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審判員賞には千葉県の三上昭二審判員がそれぞれ表
彰されました。
千葉県代表、栄町クラ
ブ Zは全国最多 14 回目
の出場でした。試合は土
屋・岩井両投手のねばり
のピッチングと中軸打者の
集中打で1 ・ 2 回戦を順当に 栄町クラブＺ堂々の入場
勝ち上がりました。
開会式

16チームが勢揃い

守山市民球場

準決勝戦ではさすがの優勝チーム「ＨＥＡＴ」戦。

第31回全国スポーツ祭典・野球大会・第50回全国

立ち上がりの初回、相手トップバッターのセンター前ヒットと

軟式野球大会が11月 12日・13 日の両日、晴天の滋

痛恨のボーク、4番のタイムリーで1 点を先取され、それが

賀県守山市民球場他４球場で開催され全国7地区の

決勝点となり、惜しくも涙を飲みましたが、

ブロックを勝ち抜いた16チームが出場しました。決勝戦は

合展開は両チームの投手が2 安打のみの力投で得点を

今年5月に静岡県草薙球場で行われた選抜大会準優

許さない白熱したピッチングでした。

勝の九州地区・福岡県代表の「ＨＥＡＴ」が大阪府代
表の「B´ファイターズ」を８対１で下し、初出場・初優勝

その後の試

選手の皆さん、そして応援の皆様、お疲れ様でした。
（千葉県野球協議会理事長 田久保孝一）

を見事飾りました。 「ＨＥＡＴ」は決勝戦こそ失点を許
しましたが、それまでの3試合を選手の継投と安定した堅
い守備ですべて１対０で完封勝利しました。
今大会は16チーム出場のうち、初出場が7チームもあり、

50回大会の節目を新鮮な気持ちで迎えることが出来ま
した。
表彰は最優秀選手には2回戦と準決勝戦の2連続完
封勝利した「ＨＥＡＴ」井上敦之投手に、優秀選手に
は同じく「ＨＥＡＴ」森崎慎哉捕手と惜しくも準優勝と
なった「B´ファイターズ」江見良夫捕手に、そして最優秀

栄町クラブＺの皆さん

11月6日(日)水泳、ソフトボールに次いで全国スポーツ
祭典では3種目となる「陸上競技」が、千葉県のスポーツ

中学生の参加も多く、神奈川から参加した中学校は大

の聖地とされる千葉県総合スポーツセンター陸上競技場

本大会は全国大会ということから遠来からの参加選手

で行われました。

型バスを貸し切って48名の大所帯での参加となりました。
については、種目の都度、選手の名前と地域をコールした

当日は朝からよく晴れたさわやかな秋晴れの下、全国

りする等アナウンスにも工夫を凝らし和気あいあいとした中、

各地から集まった５８０名余の選手達がトラックやフィー

16時丁度最終種目マイルリレーで最高潮に達し、 2年

ルドで躍動。各種目に素晴らしいパフォーマンスを見せてく

後の再会を約して無事終了しました。

れました。事前情報では、100mに10 秒台の記録を持

（千葉ランニングクラブ 金子泰夫）

つ選手、やり投げで65m台の実績を持つ選手の参加も
ありハイレベルな大会となることが期待されていました。結
果大会新記録が合計 6種目8 個も飛び出しました。中
でも一般男子走り幅跳びで従来記録を4センチ上回る7

m21の大会新記録をたたき出した田口宣幸選手(千葉：
土気TFC)は、追い風参考記録ながら7m32の大ジャン
プも披露。インタビューでは「リラックスして飛べた。7m30
台のジャンプが出来たときは驚いた。」と答えていましたが、
この記録が発表された時には場内と一体となって喜びを
爆発させていたのが印象的でした。(大会新記録は別掲を参
照してください )

大会記録を出した田口選手

女子 200ｍ決勝
種目

本大会の特徴は何といっても、陸連公認大
会でありながら陸連登録者に交じって未登録の
選手も参加できることです。まさしく新日本スポー

男子 5000m
選手名

大会新記録

従 来 大 会 記録

スタート
所属

壮 年 男 子 1 0 0 m※ 水 口 政人

11秒16

1 1 秒4 9

ダブ ル スチ ー ル

一般女子800m

手 塚 怜実

2分17秒96

2 分 2 3 秒4 5

東 京 陸協

今井 咲

2分22秒10

同

同

千 葉 大学 ク ラ ブ

ツ連盟が掲げる「いつでも、どこでも、だれでもス

一般男子1500m

東 本 寿克

4分02秒43

4 分 0 4 秒5 1

近 農 AC

ポーツを！」を具現しているスポーツ大会です。

一般男子100m

立 野 大空

10秒67

1 0 秒6 8

追 手 門学 院 大

参加者中 38 名の未登録者の選手には名前

壮 年 男 子 1 0 0 m※ 水 口 政人

11秒20

1 1 秒4 9

ダブ ル スチ ー ル

入りの記録証も用意されており大変びっくりされ

一 般 男 子 走 幅跳

田 口 宣幸

7 m2 1

7 m1 7

土 気 TFC

るとともに嬉しい声があちこちで聞かれました。

壮年男子1500m

山 本 寛幸

4分23秒11

4 分 2 7 秒8 0

小 田 原NR

４回目の対県
やはりスポーツ予算増額は厳しい！
2011年6月成立した「スポーツ基本法」の実践を図る行動

館 新設/増設)などは費用面から喫緊のものを優先させる旨

として、今回4回目となる対県要請を、11月28日( 火) 千葉

の回答でした。

県教育庁教育振興部体育課と行いました。要請にはスポー

今年で４回目を数える対県要請ですが、要請のたびに県予

ツ連盟から園川理事長、金子事務局長の2名、教育庁から

算(２０１６年度：約１兆７千億円余)に占めるスポーツ

佐藤道広競技スポーツ班長( 指導主事) 、柳生浩之施設・

関係予算の少なさ(２０１６年度教育庁所管：約４千億

調整班・副主幹他2名の4名が出席。

円余）
、使い道もイベント中心( マリンマラソン等)になっている

要請に先立ち、この春から半年間余り取り組んだ「スポーツ予

実情を改善し、県民スポーツを向上させるための施策( 体育

算増額を求める署名・ 519筆」連盟活動を理解して貰うため

施設増設等)を実施してほしいことを訴えてきましたが、なかな

に機関紙「スポーツのひろば12月号」及び「 Sports Netちば

か一朝一夕に進まないことを毎回痛感させられます。今後とも

2017年4月～11月号」を手渡しました。

スポーツ基本法の実現を図るべく愚直に、そして粘り強く要請
を続けていく必要があると思いますので会員諸兄のご支援・ご
協力をお願いします。
千葉県総合スポーツセンターの設備改善についての一問一
答は次のとおりです。
〇硬式野球場改修後の進捗状況を明示されたい
回答）平成３０年８月から同３１年１月までの間に改修
工事を行う。耐震性を中心に行う。電光掲示板の不具合は
承知している。この間何とか現状で使って欲しい。
〇武道館２階空調工事の進捗状況を明示されたい
回答) 平成２９年３月に終了。２階は床もはがして張り替
える。以降１階部分の工事を実施予定。

冒頭、今年も要請の機会を与えて頂いたことに対して謝意を

〇屋内外の洋式トイレ増設の状況を明示されたい

伝え、早速事前に伝えてあった「千葉県総合スポーツセンター」

回答)屋内トイレについては各施設の男女２か所が洋式となっ

の施設改善について昨年から現在までの進捗状況を含め説

ている。屋外は必要だが和式中心。一つは欲しいとは認識し

明を求めました。

ている。

昨年「硬式野球場」の改修が始まる旨の説明がありました

〇大駐車場路面標示破損個所改修を実施されたい。（写

が、回答では2年後の平成30年(2018年）8月から始まる。 真提示)
来年（平成29年度）は事前検討となる。主に耐震性修繕、 回答)箇所は確認した。早速実施することとしたい。
電光掲示板・スタンド椅子等がリニューアルされる予定とのこと。 〇サッカー場B面に屋根付きベンチ設置を検討願いたい。
武道館空調設備は２階部分の補修が平成２９年３月

回答)費用面（移動式でも２００万円超/ １００万円超

には終了。１階部分は平成２９年度以降順次着手。また、 は一般入札)から喫緊にものが優先することから難しい。
洋式トイレの現状は関係各方面から要請もあり、各施設のト

〇モノレール支柱の塗装剥離箇所修復を関係先に申し入れ

イレは少なくとも男女各２か所は洋式化されている等々年々

されたい

老朽化が進行している個々の施設改善は少しずつですが、

回答) 指摘の箇所は認識している。モノレール会社には申し

改善は行われていることを確認しました。

入れているので近々再塗装されると聞いている。

しかしながら、スポーツ予算の増額については、例年通りの
回答に終始し、 新たな施設を設けてほしい(例：県立体育

〇テニスコート脇信号機設置の進捗状況を明示されたい
回答)敷地外のコンビニ等に行く際に利用されている経路と認
識している。今すぐ設置は難い。（理事長 園川 峰紀）

第3回理事会報告
第3 回理事会が11月 25 日(金)千葉市穴川コミュニ

懐 古
空手道師範 早川隆子
「若いって素晴らしい、が無知で無謀だ」高校に入学し
た私は高校時代しか出来ない事を探していた。
テニス部やバレーボール部には見向きもせずなぜ空手部
を選んだのか？当時、男子部員だけの部室に行き、入
部希望を伝えると女子マネージャーを歓迎する先輩方の
笑顔が溢れた。
「 「いいえ、マネージャーでなく部員として…」
生徒指導の学校一恐い先生が顧問とも知らず「頑張り
ます！」と言い切った私。

ティセンターで開催されました。

6 月27 日の第 2 回理事会以降の連盟活動について
金子事務局長から報告がありました。また、全国・関東
の連盟行事・活動が担当理事から報告されました。
《協議事項として》
①第52回千葉県スポーツ祭典の報告と課題について
大会参加者数は全体として微増でした。陸上・バレー
ボール・卓球・野球・バドミントンで増、テニス・空手・ サッ
カーで減でした。
（ランニング）
陸上大会は千葉陸協役員の協力で過去最多の参
加者数で盛況でした。
（バレーボール）

今思えば よく女子部員を許したなと思うが、類は友を
呼ぶとはよく言ったもので、友達に話したら「私もやりたい！」
と3人が共感、入部。空手女子部誕生。

予選会では参加チームが増え、県内の強豪チームの
参加もあり全国大会でも活躍しました。
（軟式野球）
全国大会で最多出場を誇る「栄町クラブZ」がベスト

当時の先生、先輩、同級生男子、ＯＢの方々に言いた

４に進出。三上昭二理事が優秀審判員賞を受賞

い。「本当にすみませんでした」

しました。

いきなり女子乱入で戸惑いは計り知れなかったはず。
女子の着替えの時は外で待ち、突きや蹴りも体に触れず
言葉で指導。部活時間もペチャクチャ、ダラダラの私達に
どれだけ気合を入れたかったか。
お陰様で、高校時代に段を取り黒帯ゲット。
高校2年、3年連続 関東大会出場。
なかなか出来ない貴重な経験をする事ができた。
そして今、同級生二人がそれそれ空手道場を開き

②組織の現状と課題について
加盟員は横這い。各協議会役員体制の強化が望
まれます。
③「スポーツのひろば」誌の普及・拡大について
現在足踏み状態。年内に170部を目指します。
④財政状況について

1月~12月の事業年度の活動を確実にやりあげる
事が必要。年末募金のお願いを強めます。
⑤対県・対市懇談会について

11月28日(月)県教委体育課との懇談予定。
519筆を集約しました。
その他

館長として空手道を子ども達に伝えている。

・第4回理事会は2月24日(金)を予定。

なんと私も国武館の指導員として空手を続けている。

・第45回県連盟定期総会を3月19日(日)に

無謀な挑戦は今も続いている。

開催します。

（千葉県連盟 理事）

第3回理事会

於：穴川コミュニティセンター

第23回鈴木杯が、10月 16 日から11 月23 日の4 日
間、青葉の森コートと高浜コートにて開催されました。
大会最終日の23 日(祝)は高浜コートで、男子シングル
ス29 名の参加で、リーグ戦とリーグ内1・2位で1位トーナ
メント、3・4位で2位トーナメントを行いました。

男子シングルス
１位トーナメント優勝
秋山

耀

この日は曇り空・無風、少し肌寒い状況でしたが、どのコー
トでも熱戦が繰り広げられました。
今回は1位トーナメント準決勝で秋山 忍さん(お父さ
ん）
・耀君(次男)の千葉県テニス協議会初の親子対決
がありました。試合前、耀君は「今までお父さんに1回しか

男子ダブルス

勝ったことがない」とちょっと緊張した様子！ 始まって見る

１位トーナメント優勝

と耀君の勝利でしたが、お父さんは負けても耀君の成長

平塚・月脚組

に満足していました。
決勝はお父さんに勝利して自信が付いたのか？全国スポー
ツ祭典混合ダブルス3位の渕上君とお兄さんの陽君の応
援のお陰か？０－３からの逆転で見事優勝！！ 準
優勝の宮川孔志君もやりづらかったと思います。耀君は
０－３になったとき錦織圭選手のみたいに《スイッチが入っ

女子ダブルス
１位トーナメント優勝
林・斉藤組

た》とコメントしていました。役員として親子対決共通の場
に立てって素晴らしいし、微笑ましい！仲の良さも羨まし
い！その他のエントリー数と優勝者は以下の通りでした。

8ペア 優勝 平塚・月脚組
女子ダブルス 27ペア 優勝 林・斉藤組
混合ダブルス 17ペア 優勝 村上・窪澤組
男子ダブルス

女子シングルス 参加者が少なく今回は中止
（テニス協議会運営委員 渡辺伸明・吉田嬌子）

編集部連絡 今月は『クラブ紹介』をテニスに変更です

混合ダブルス
１位トーナメント優勝
村上・窪澤組

SPORTS CALENDAR
12月
11日(日) 祭典・空手大会
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

1月
8日(日) サッカー協議会リーグ戦
9日(祝) 新春テニス大会
15日(日) 第9回なのはなテニス大会
21日(土) ミックスバレー交流大会
22日(日) サッカー協議会リーグ戦
29日(日) 第9回なのはなテニス大会

期日 及び 会場県
卓球(年代別の部) 28・29日 石川県

◆全国スポーツ祭典

が16５㎞という日本最
男気を貫いた黒田投手が現役引退を発表した。2年 速の球を投げた。
前当時所属していた米大リーグの名門チーム・ニューヨー
スピードも魅力だが投球術という手練手管で大リーグの
クヤンキースが提示した20数億円の契約金を棒に振って 強打者を、ばった、ばった、と切り捨てる黒田投手の姿も
古巣の広島カープに入団。帰国後の第1声が泣かせた。 見ていて気持ちが良い。今後益々日本人投手が米大リー
「お世話になったチームに恩返しがしたい」地元広島は言 グで活躍することが予想されるが、挑戦する前に一度は
うに及ばず、日本中のプロ野球ファンのだれもが彼の男気 黒田投手の爪の垢を煎じて飲ませてみたい。
に胸を打たれた。そして期待を裏切らなかった帰国後の 黒田投手を含め今年も多くの名選手がプロ球界から引
活躍は読者諸兄もご存知のとおり。
退している。 鈴木尚広（巨人）サブロー（ロッテ）福
彼のピッチングで極まっていたのがフロントドア（バックドア） 原忍（阪神）三浦大輔（DeNA）武田勝（日ハム）
ピッチングだとか？打者に対して向かってくるが、打者の手 その他にも戦力外通告を受けてプロ球界を去る選手も
元で逃げるようにスライドし右打者にも左打者にも有効 数多くいる。一方、「いつでも、どこでも、だれもがスポーツ
であり、左打者には特に有効であるという。さして速くもな を」のスローガンの下で活動している私達新日本スポーツ
い球を操る彼が大リーグで活躍できた証と聞いた。
連盟には「引退」も「戦力外」もない。これからは「いつま
筆者も若いころ野球に熱中していた時期があるが、バッ でも」の一言をプラスして「生涯現役」でいることが求めら
ターボックスに立ってみると100㎞を超えるボールはまさに れている（と、少なくとも筆者は感じている）そこに市民
凶器だと感じる。今シーズン大谷翔平投手（日ハム）
スポーツを標榜する「男の美学」を見出したい。ちょっとキ
ザかもしれませんね（＾＾）園川 峰紀

