
11月5日（日）千葉県総合スポーツセンター陸上競
技場で第53回千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会が
開催されました。土日になると台風の影響で雨が続いた
10月でしたがこの日は雲一つない秋晴れ、風も無く好
記録が予想される中での開会となりました。
会場の都合で例年の6月開催から11月に変更したた
め、毎年参加している団体から「今年は参加できない」
旨の連絡があったことから、当初参加は少ないと予想し
たにも拘わらず、締切直前になり申込が急増。昨年には
若干及ばないものの690名もの申し込みがありました。
横浜市立保土ヶ谷中学校からは昨年秋の全国大会
同様バスを仕立てての参加。初出場の流山高等学園
から15名。オープン参加ながら横浜からは「トラック走ろう
会」がスポーツエントリーを介しての参加と、一気に大会
成功の雰囲気が盛り上がりました。
参加者が多く、午前中は約20分遅れの進行でしたが
午後からの決勝種目では午前の遅れを取り戻し、最終
レースの4×400ｍリレーはほぼ時間通りのスタートとなり
ました。記録は絶好のコンディションの下、小学生や中学
生の奮闘が目立ち、11種目20個の大会新記録が生
れました。
大会新記録

保土ヶ谷中 顧問の田口裕二先生からは
「シーズン最後の公認大会はとてもありがたいです。

３年生が引退し、
１．２年生が
全員参加できる
この大会は、自
分の実力を知り、
長い冬季練習の

目標設定をさせ
るにはとても良い
経験となりました。
また、8位入賞と
いう事で、初めて
賞状がもらえた選
手にとって大きな励みとなりました。」
流山高等学園顧問下稲葉耕己先生からは
「特別支援学校には高体連はありますが、日本陸連と
の縦のつながりはありません。本大会はｵｰﾌﾟﾝの部を設
定して頂いているおかげで、本校も参加することができま
した。陸連登録者と同じ大会に参加することで早さや強
さを肌で感じることができました。また、東京パラリンピック
を控え、障害を持っている生徒が健常者の中でのレース
に参加することも意味や価値があったかと思います。」
との感想もよせられました。

文責 金子泰夫

Sports Net
ち ば 2017年12月号
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2017年１１月３０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 18８号

好天に恵まれ11種目に大会新記録

男子中学200ｍ 23秒34 鳥谷彰義 千城台西中

男子小学100ｍ 12秒66 金枝青空 チーム柏

男子小学1000ｍ 2分53秒21 広松大和 チーム柏

女子一般400ｍ 58秒14 川窪萌夏 幕張本郷中

女子一般砲丸投 ８ｍ81 新村久美子 幸はやぶさ

女子一般やり投げ 39ｍ10 鈴木さくら 幸はやぶさ

女子中学200ｍ 25秒25 川窪萌夏 幕張本郷中

女子中学走幅跳 5ｍ54 白土茶実 imakids

女子小学1000ｍ 3分06秒27 大和久梨帆 チーム柏



第５１回全国軟式野球大会が前回の第３０回

大会に続き２１年ぶりに千葉の地で開催されま

した。

全国大会は昨年の全国スポーツ祭典第５０回

大会を経て半世紀の折り返しとなりましたが、

記念すべき大会を千葉で開催できたことは誇り

に思います。

第１回実行委員会を６月に開催、その後随時

実行委員会を開催し大会運営の準備をしてきま

した。

会場の確保も難しかったですが、１日目は天

台球場、青葉の森球場、浦安市運動公園球場、

長生の森公園球場を、２日目は千葉から少し遠

くなりましたが長生の森公園球場を確保し開催

することができました。

開会式も、少年野球チーム検見川クラブのプ

ラカード先導と千葉英和高校吹奏楽部（八千代

市）の演奏で入場行進を行い、大会を盛り上げ

ることが出来ました。

北は北海道から南は九州まで全国１６のチー

ムが集まり大会が開催されましたが、初出場が

４チーム、１５回の最多出場を筆頭に新旧チー

ムが混在する大会となりました。

大会は１点差が６試合、特別ゲームが３試合、

コールドゲームは２試合のみと競った試合が多

く、手に汗握る緊張した試合が観戦者・選手・

役員に感動を与えてくれました。

そうした試合を勝ちあがって２日目（ベスト4）

に進んだチームは四国高知から神風、北海道勢

としては初の旭川ドジャーズ、そして地元栄町

クラブZ、九州福岡からはNissho野球部。

千葉からは最多出場15回を誇る栄町クラブＺ

が関東ブロック準優勝で出場しました。

その栄町クラブＺ

とNisshoのゲーム

は見応えのある緊迫

した試合となりまし

た。

延長８回まで両チー

ム投手が相手打線を

抑え、決着は特別試合

へ。

先行の栄町が１点先取し、その裏、Nisshoは

８回までノーヒットに抑えられていた投手から

２アウト後、外角高めに浮いた球をレフト前に

運び試合を決めました。たった１本のヒットが

試合の明暗を分けた結果となりました。

決勝は選手層が厚かったNisshoが準決勝戦勝

利の勢いに乗って２回目の出場で初の優勝とい

う栄冠を手にしました。

今大会は２１年ぶりということもあり、手探

り状態で準備を進めてきましたが、千葉県野球

協議会の田久保理事長を先頭に関東ブロックの

協力を得て、役員、加盟チームに依拠した運営

で成功を収めることができました。

この場をお借りして関係者の皆様に感謝を申し

上げます。

（文責 野球協議会 脇村元夫）

Ｎｉｓｓｈｏ（九州・福岡）が初優勝！
第51回全国軟式野球大会

優勝したNisshoチーム

準優勝の神風チーム

一人で３試合を投げきった
栄町クラブＺの 土屋投手



11月17日（金）今年もスポーツ基本法具体化の一つ
である自治体への要請行動・対県交渉の一環として千
葉県教育長体育課との話し合いを持ちました。教育庁か
らは鈴木副主幹・五木田副課長・伊藤班長の3名。連
盟から園川理事長・田久保副理事長・金子事務局長・
佐々木事務局次長の4名が出席。午前10時から教育
庁事務室で約1時間程懇談を行いました。

冒頭今年各大会
の参加者や民主団
体等から集めた千
葉県知事宛「スポー
ツ予算増額を求め
る署名」431筆と連
盟機関紙「スポーツ

のひろば（2017年11・12月号）」県連盟機関紙「Spor
ts Net ちば（2017年9月～11月号）」を園川理事長
から教育庁の皆さんにそれぞれ手交。
次いで懇談の主旨説明を行い、議題である千葉県総
合スポーツセンター各施設に関わる改善要求・スポーツ予
算増額・スポーツ関係団体との連携／協働を出席者から
それぞれ訴えました。

総合スポーツセンター各施設は建設以降約半世紀近く
が経過し老朽化対策工事が各所で行われていますが、
大規模な工事は向こう1年半硬式野球場の改修・耐震
工事が行われる予定。
現在体育館・ラグビー/サッカー場クラブハウスではトイレ
の洋式化工事が行われていますが、私どもが今まで要請
を続けてきたものが反映し、実行されているものと思います。
今後逐次他の施設でも老朽化対策工事等行われます
が、今年新たに「熱中症対策＝冷房化」「雷対策＝警報
探知・告知システムの実態」「施設の耐震化診断結果」
について質問したところ、冷房化が完成した箇所は「陸上
競技場」「武道館」「スポーツ科学センター」未設置施設

は「体育館」「宿
泊研修所」「弓道
場」「テニス場及び
ラグビー /サッカー
場クラブハウス」等
であるが予算措置
の具体化案はな
い旨の回答から今後利用者の声として要請を続けること
が肝要である事、また雷対策については施設管理者が雷
雲を探知した際、センター利用者に情報を伝達するシステ
ムがある旨の説明があり、安全管理等は指定管理者に
委ねられていることが明らかになりました。
「耐震化」については、陸上競技場が実施済み。野球
場が来年以降の改修工事で実施予定。その他の施設で
は今のところ計画は無し・・・・との回答でした。
各施設の不具合・修繕箇所については次の点を要請し
ました。
１）－ センター内道路標示ペイント剥離箇所の修復・

新設横断歩道箇所の要望
２）－ 体育館周辺通路破損箇所の修理
３）－ 陸上競技場壁面塗装剥離箇所の修繕
４）－ 第2陸上競技場屋根付き休憩スペースの修復
５）－ 大駐車場路面縁石破損箇所の修復

いずれも指定管理者に伝達する旨の回答でしたが、要
請した案件が具体化できるためには粘り強く要請活動・署
名活動を継続して続けていく必要を感じた要請行動でし
た。
最後に2020東京五輪・パラ大会に向け県の施設で一
般利用者が不便を講じることがないよう申し入れましたが、
事前キャンプ等で大会期間中（2020年7月～8月）、武
道館・陸上競技場の利用ができなくなる可能性がある旨
の回答がありました。

利用者の声を管理者宛に届け続けることが肝要！
～～～～2017年対県要請行動行いました～～～～～

署名を手渡す園川理事長

総合スポーツセンター施設

引き続き粘り強い活動を



関東ブロック混合ダブルスで優勝し、全国大会混合３位

にはいったお二人からメッセージを頂戴しました。

「関東ブロック大会では、

コートをぜいたくに使わ

せていただきほぼ待ちな

しで、かつ大会関係者の

温かいご対応で心地よく

テニスをさせて頂きました。

大会参加者のレベルも高く、ずっと気の抜けな

い試合で、自身のレベルアップにも繋がりました。

全国大会が地元開催でもあり、今回初めて参加し

ましたが、いい結果が残せるよう頑張ります。」

関東ブロック予選 優勝チーム 三枝美哉・田口正一郎

関東大会は、全国大会への切符をかけて各県からの推

薦に一般申し込みを加えた１４ペアで戦われ、千葉県代

表の森本・尾崎ペアを破った一般参加の三枝・田口ペ

アが優勝しました。

全国大会３回戦男子

単の秋山選手からもコメ

ントを頂きました。

「「今回の全国大会では千葉県のメンバーの方みなさん暖

かく、レセプションから楽しい二日間を過ごせました！

シングルスに出場するのは数年ぶりとなりました。

試合は不本意な結果となってしまいましたが、また来

年もチャンスがあれば出れたらと思っています！

ありがとうございました！ 秋山 陽（あたる） 」

１１月２４日（金）穴川コミュニティーセンター３階で

開催されました。

<報告･連絡事項>
ランニング：反核平和マラソン、ランナーの高齢化、来年

はランナーを増やしたい。

ウォーキング：日野さんの車で年金者組合のメンバーと

8/18、10/3に房総方面で２回実施した

バレーボール：関東ブロック大会７／２３

卓 球 ：11/16スポーツ科学センターアリーナで26名
参加で講習会を実施

テニス ：8/27，10/30シニア大会

サッカー ：リーグ戦９チーム参加

野 球 ：リーグ戦第５１回全国軟式野球大会に向け

9/18青葉の森で県大会決勝。埼玉で関東大会

空 手 ：7/9宮野木SCで夏季大会16団体143名参加

バドミントン：全国祭典に参加

スキー ：6/25総会、スキー祭典に向け準備、朝出発バ

ス1台

<協議事項>
・2020開催予定の全国スポーツ祭典を関東ブロック主管で

開催できるか

（関東ブロック会議）

・各大会の参加状況、「ひろば誌」の現状と課題

・スポーツ基本法の具体化を求め県教育委員会と懇談

（11/17）
・県総会に向けて役員選考委員（理事から７名）を選出

【当面の活動】

・野球協の祭典（ﾄｰﾅﾒﾝﾄ戦）参加ﾁｰﾑの減少について、試

合方法（ﾘｰｸﾞﾄｰﾅﾒﾝﾄ方式など）を検討してはどうか

・フェイスブック講座 ひろば誌の佐藤編集長が１／１３

に18：00から

・千葉市教育委員会に向けての署名12/15まで、もう少し

集めよう

・第3回理事会、体育施設予約調整会議、事務所床の張り

替え、ＡＥＤのレンタルなどについて

その他各理事からたくさんの意見が出され、後半は駆け

足になってしまいましたが、活発な理事会でした。

（田久保 孝一）

理事会報告

全
国
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会
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玉
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全国大会女子単優勝 ↑→
畑山彩貴 さん

全国大会女子複優勝
鳰川歩・中山未紅子組



①クラブ（チーム）名 ＲＯＡＲ
②代表者 大曽根 祐哉
③連絡先 東金市台方
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）

県民大会に毎年山武郡を代表して出場していたメン
バーを誘い、思い切ってチームを結成したのが今から４
～５年前なります。
ＲＯＡＲは英語で「叫ぶ・どよめき」と言う意味で周り
に驚きを与えられる様なチームになれるように！と命名し
ました。
チームの特徴は驚きや感動を生むようなゲームが出来
るよう個性あふれるメンバーで、チーム仲良く楽しく活動
しています！現在部員は全員男子で、１２～１３名
と言ったところです。

練習日程は毎週月曜日の夜に東金市の体育館を使
わせてもらって活動しています。
メンバー全員がいつも集まれるわけではないのですが、
各自が意識をもって練習しています。

⑤クラブのアピール（2017年度の抱負等）
チームとしてはスポー
ツ連盟の試合に初め
て参加しましたが、やり
甲斐があって良かった
です。また参加したい
と考えています。（個
人的には今まで参加したことはありましたが）
今年は全国スポーツ祭典に出場出来なかったので、来
年は出場出来るように練習したいと思っています。
最近新しいメンバーも加入してくれているので、また、笑っ
て楽しく勝てる様なチームを作っていこうと思います！

⑥その他（スポーツ連盟に期待することなど）
自分たちのチームは地元の東金市と連携してバレーボー
ル大会やビーチバレー大会等を開催させてもらっています。
連絡を貰えれば、練習や大会等に参加して一緒に楽
しめたらと思います。

クラブ紹介

ＲＯＡＲ
バレーボール

スポーツ連盟では、男女各々 のバレーボール大会以外にも

男女が同じコートでプレーするミックスバレーボールの大会

も開催しています。

来年は天台スポーツセンターにおいて交流大会として開催

します。

男女の比率等の募集要項は新日本スポーツ連

盟のホームページをご覧ください。

【問い合わせ】 043（287）7353 連盟事務局

１月１４日（日）



SPORTS CALENDAR

７日（日）サッカー協議会リーグ戦

14日（日）加盟杯卓球大会

ミックスバレーボール交流大会

20日（土）第31回シニアテニス大会

28日 (日）新春テニス大会

＜全国大会関係＞

27日（土）～28日（日）

全国卓球大会（年代別の部） （愛知）

３日（日）野球協議会（トーナメント戦）

サッカー協議会リーグ戦

10日（日）県スポーツ祭典・空手大会

冬季オープン卓球大会

第24回鈴木杯テニス大会

サッカー協議会リーグ戦

17日（日）検見川クロスカントリー大会

23日 (土）冬季バドミントン大会

チーム対抗テニス大会

24日（日）第10回なのはなテニス大会

サッカー協議会ミニ大会

＜全国大会関係＞

２日（土）～３日（日）

全国卓球大会（一般の部） （福岡）

全国バドミントン大会 （愛知）

全国ミックスバレーボール大会 （宮城）

12月 1月

３０年ぶりに訪れた“ふるさとの村”は・・・・
１１月上旬３０年ぶりに生まれ故郷の肥ノ国／熊本県
八代に戻ってきた。結婚以来何度か帰省はしたものの、その
後なかなか帰る機会がないまま３０年という時間が過ぎてい
た。今回は彼の地に住んでいる従兄弟の薦めや、同時期宮
崎市で開催されたトライアスロンワールドカップに審判として参
加したことも手伝い重たい腰を上げた次第。
宮崎から高速バスで九州新幹線新八代駅まで約２時間
弱。道中見かけた清流・球磨川の流れに故郷に近づいてい
るというワクワク感が高まるも、日頃はあまり感じない静けさを
感じた。駅まで迎えにきてくれた従兄弟の話では「去年の地
震の影響もあるが何しろ仕事が少ない、若い人がどんどん少
なくなっている」とのこと。
到着してすぐに案内してくれた地元では有名な山（竜峰
山）の中腹の展望台から夕闇に迫る故郷の町が目の前に
広がり「あ～帰ってきたな！」という懐かしさで思わず胸が一
杯になる。
翌日従兄弟と一緒に生まれ故郷の村（いまでは町村合
併で市となったが）に出かけたが、通っていた小学校は廃校

になってしまい静寂そのもの、通りで見
かける人の殆どが高齢者ばかり、小学校時代に住んでいた
集落には１０数軒の家が建っていたが人が住んでいるのは
その内３～４軒だけ。80歳を超えた叔母はそんな集落の中
で一人で住んでいた。まさしく限界集落が目の前に広がって
いた。数年前に集落の裏山で発生した山崩れも修復されな
いまま。聞けば人が住んでいないところに金はかけられないと
のこと。
「東京は現在１５００万人の人口を抱えているが、少子高
齢化が進むなか人口がますます都市に集中する。安倍自公
政権は、リニア新幹線で東京・名古屋・大阪を一つの都市と
して結び５０００万人の人口を抱える世界第一の都市・
メガロポリスを目指している」と建築家・奈良女子大・中山徹
教授は指摘している。
安倍内閣が目玉政策の一つにしている「地方創世」が行
き着く先は私が見てきた生まれ故郷の限界集落がその実体
と見たが、そんな想像は当たってほしくはない。

限界集落と化した故郷!


