
3月17日（日）千葉県総合スポーツセンター

宿泊棟にて新日本スポーツ連盟千葉県連盟第47

回定期総会が代議員17名・理事17 名の出席、

来賓に和食昭夫全国連盟会長を迎えて開催され

ました。

定刻より若干遅れて13時35分に金子事務局

長の音頭で開会が宣言、理事メンバーから吉川

常任理事、代議員から庄司さん（テニス協議会

所属）を議長に選出。続いて園川理事長から開

催挨拶、和食会長から来賓挨拶を受けた後、第

1号議案2018年度活動報告／第2号議案2018年

度決算報告／第3号議案機関紙決算報告／第4号

議案特別基金会計報告／第5号議案会計監査報

告が行われ、その後質疑・討論の結果満場一致

で採択されました。

休憩をはさんだ後、第6号議案 2019年度活

動方針／第7号議案2019年度予算（案）の提案・

討議が行われました。討論の趣旨は昨年全国大

会で提起され、今年2月の評議員会でも議論さ

れた「10％、4500人の会員増」を達成するた

めの「魅力ある連盟活動を作り上げるための活

動」のどのような工夫をこらすか？に絞り質疑・

応答が行われました。

代議員諸氏から出された主な意見は次のとおり

でした。

・加盟チームが減少して厳しい状況だがルール

を厳密にして試合の質を高くした結果、チーム

の雰囲気も変わった。加盟登録していないチー

ムを対象にしたオープン大会などを企画してい

る。近い将来加盟チームも増加傾向になるもの

と信ずる。 （サッカー協議会）

・試合に参加する条件としてメンバー登録を義

務付けした結果、会員数が倍増した。

（テニス協議会）

・スポーツ基本法に基づく活動を行っている団

体は新スポ連以外にどのような団体があるか、

新スポ連の活動の基本方針を説明してほしい

（ウオーキング協議会）

・楽しい活動を積極的に模索している、例えば

試合の合間に「休憩時間」を入れたり「もぐも

ぐタイム」等楽しい時間を取り入れている

（ウオーキング協議会・卓球協議会）

・イベント等企画する場合、参加される人は勿

論実行委員も楽しまないとつまらなくなる。今

年は公民館などに呼びかけチラシを置いてもら

い初めて参加する人も増えた。地道な取り組み

が大事。 （スキー協議会）

・知り合いにスポーツ連盟の活動を知らせるた

めに各協議会の連絡先を告知できる方法を検討

してほしい （野球協議会）

提案の方針・予算案は代議員満場一致で承認。

47期に向け新たなスタートを切りました。

また、懸案事項となっていました監査人事の

提案については関係者間で役職任務に認識の齟

齬がありましたので改めて理事会に提案するこ

ととなりましたことを申し添えます。

なお、最後に43年間の長期間にわたり事務局

長を務めた金子事務局長から退任の申し出があ

り、出席者全員でこれを確認し同氏の長年の貢

献に対し感謝の拍手で締めくくりました。
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第54回千葉県スポーツ祭典の最後の種目となる

空手大会は３月３日（日）宮野木スポーツセンター・

体育館において開催されました。昨年は夏に開催。

やや参加が少なかった為、今年度は大会の少ない

３月に開催しようと冬季大会と称して開催しまし

た。

７月に予定していた合同練習会を都合により中

止したため、年１回となった大会を成功させよう

と、多くの道場に呼びかけた効果が現われ、四街

道不動塾・仙武会など初参加の団体あわせて１８

団体２１０名の参加がありました。これは過去２

番に多い参加者でした。

今回も形の部・組手の部、さらに少年と一般の

団体戦を設けました。 可愛らしい幼児から精悍

な佇まいの有段者まで幅広い参加者で会場の宮野

木体育館は大いに盛り上がりました。

なおこの大会には四街道不動塾・盲聾者の村山

真啓選手が形の部に出場し、日頃の練習の成果を

発表しました。

閉会式では井田師範から「相手の選手の動きを

良く見る事によりいろいろな技が考えられるよう

になります。頑張って下さい。」との講評がありま

した。

試合結果は以下の通りでした。

形の部

幼児男女 優勝 式部 晶 葵會舘

小学１年男女 優勝 岸本陽愛 蒼和塾

小学２年男女 優勝 福田慶太 四街道不動塾

小学３年男女 優勝 青木奈桜 拳剛会

小学４年男女 優勝 掛川雄太 八千代神武会

小学５年男女 優勝 玉井花和 仙武会

小学６年男女 優勝 徳田想太 納侍塾

中学生男女 優勝 須藤柊生 仙武会

一般有級男女 優勝 原木 悠 煌城会館

一般有段 優勝 平川日向 真心会

組み手の部

幼児男女 優勝 式部 晶 葵會舘

小学１年男女 優勝 大木翔真 仙武会

小学２年男女 優勝 稲田 啓 仙武会

小学３年男子 優勝 大木隆寛 仙武会

小学４年男子 優勝 廣田浩一 仙武会

小学３４年女子 優勝 菅生楽佳 納侍塾

小学５年男子 優勝 中村恭輔 葵會舘

小学５年女子 優勝 玉井花和 仙武会

小学６年男子 優勝 木本玲央 国武館

小学６年女子 優勝 稲田 直 仙武会

中学男子 優勝 菅生大心 納侍塾

中学女子 優勝 高橋美結 仙武会

一般有級男子 優勝 厚木悠 煌城会館

一般有段男子 優勝 白鳥善輝 葵會舘

団体戦の部

小学生の部 優勝 仙武会Ａ 準優勝 仙武会Ｂ

一般の部 優勝 葵會舘 準優勝 煌城会館Ａ
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２０１９年度新春大会、
シニア大会終わる

２０１８年度新春大会は、今年で１１年目、

２０１９年１月５日、２８チーム、１７０名で

県スポーツセンター１６面で開催されました。

予選は、２試合で１位から４位にランクを分

けてから、決勝トーナメントに入り各ランクの

優勝チームには商品が、渡されました。

シニア大会は、男子は積雪の為中止、女子は

１０チームの参加で、３月１６日に、開催され

ました。

平成最後の「なのはな大会」終了

令和時代の幕明けは、なのはな大会から

１月１３日混合ダブルス ２８ペア、

２月１６日男子シングルス ２６人

女子シングルス １８人

２月２４日男子ダブルス ２８ペア

３月３日 壮年女子ダブルス ８ペア

（雪の為中止）

３月１６日壮年男子ダブルス ５ペア

３月２３日女子ダブルス ５２ペア

近隣地域で市民大会が無い為か、強豪選手が

多数集まり、初心者が参加しにくい大会になっ

てしまいました。

その為、来年度からは、春に開催する事にな

りました。

春は、各市町村で大会が開催され、新スポ連

の参加者が少なくなります。

そこで、初心者を多数集めて開催したいと考

えています。

試合未経験者の方に声を掛けて参加して下さ

い。

女子ダブルス

１位トーナメント

１位 田辺（たまねぎ＋１）・鈴木（フリー）

２位 高崎（フリー）・高木（フリー）

３位 高杉（ナイスオーラ）・高澤（ザウルス）

２位トーナメント

１位 川島（UDON)・川口（フリー）

２位 櫻井（NAGISA)・森重（フリー）

３位 大沼（ポケット）・岩田（フリー）

３位トーナメント

１位 近藤（まりりんず）・熊谷（まりりんず）

２位 高橋（クラージュ）・高橋（フリー）

３位 田中（フリー）・安江（フリー）

混合ダブルス

１位トーナメント

１位 高橋ひらり（Gテニス）・関博史（フリー）

２位 野中由美（ラ・フエット）

・野中貴之（ブラックソックス）

３位 針生仁子（FSTS)・後藤直哉（U

２位トーナメント

１位 平岡香織（まりりんず）

・鈴木啓之（フリー）

２位 宇田川由紀子（MPZ)

・島津祐太（MPZ)

３位 伊藤圭子（UDON)

・武井規雄（リフレッシュ）



壮年男子W

１位 山田謙二（フリー）・鈴木孝幸（フリー）

２位 庄司秀則（チーム飛鳥）

・武田祥治（フリー）

３位 西川正行（メイユール）

・菅原満浩（メイユール）

男子ダブルス

１位トーナメント

１位 曽我（フリー）・西村（フリー）

２位 石川（フリー）・千葉（フリー）

３位 石川（ザウルス）・飛知和（フリー）

２位トーナメント

１位 高木（フリー）・山田（フリー）

２位 木村（フリー）・平田（フリー）

３位 金坂（フリー）・福士（フリー）

男子シングルス

１位トーナメント

１位 吉原雅人（フリー）

２位 山口哲平（T・ASKA)

３位 矢島秀平（フリー）

３位 三浦雅也（QUATTRO)

２位トーナメント

１位 松村宗一（フリー）

２位 佐田正樹（フリー）

３位 金坂淳（フリー）

女子シングルス

１位トーナメント

１位 安田恵美（まりりんず）

２位 石崎香代子（フリー）

３位 平岡香織（まりりんず）

２位トーナメント

１位 岩見素子（フリー）

２位 川村亜優（フリー）

３位 高橋美穂（チーム飛鳥）



①クラブ（チーム）名 仙武会
②代 表 者 肥 沼 正 勝
③チームの概要

（名前の由来・チームの特徴・練習日程・人数等）
仙武会（せんぶかい）と言う空手道場です。
流派は松濤館流です。千葉市、船橋市、八千代市、習
志野市で活動しています。
仙武会の特徴は、日々の積み重ねから、夢や目標を持
つことができる稽古。
楽しい中から上達を実感できる稽古を目指し頑張って
います。
合同練習会なども開催し、他県の道場生とも切磋琢
磨し頑張っています。

④団体（クラブ）のアッピール
年間、数多くの大会に参加させていただいています。
大会では優勝を目標にすることも大事ですが、失敗を恐
れず、大きな壁や緊張に挑戦する勇気。
勝ち負けのみにこだわらず、最後までやりぬく力。人を思
いやる心や温かい気持ちを持てる大人になって欲しいと指
導しています。
⑥その他
今年から新日本スポーツ連盟・空手協議会の大会に

参加させて頂きました。とても良い大会ですね。
選手が中心で、指導者も保護者も一体となったみなさ

んで作り上げている大会と感じました。 この様な大会は
大切だと思います。

クラブ紹介

仙 武 会
空 手

仙武会の皆さん 後列の二人目が肥沼師範
冬季大会での練習風景

冬季大会団体戦

（少年の部）で優勝



SPORTS CALENDAR

４月 ７日（日）野球協議会リーグ戦

４月１４日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・ミックスバレーボール大会

４月２１日（日）野球協議会リーグ戦

４月２７日（土）男女別３ペアチームテニス対抗戦

４月２８日（日）野球協議会リーグ戦

４月２９日（日）春季卓球大会

４月 ７日 空手協議会総会

ミックスバレーボール協議会総会

４月１２日 バレーボール協議会総会

４月１３日 卓球協議会総会

４月１５日 ランニングクラブ総会

４月２７日 テニス協議会総会

５月 １日（水・休） 第１２回なのはなテニス大会

５月 ４日（土） 混合３ｗチームテニス大会

５月 ５日（日） 野球協議会リーグ戦

５月 ６日（月・休） サッカー協議会リーグ戦・開幕

春のバレーボールフェスティバル

第１２回なのはなテニス大会

５月１１日（土） 第３７回シニアテニス大会

春のバレーボールフェスティバル

５月１２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

５月１９日（日） 千葉・青葉の森リレーマラソン

第３７回シニアテニス大会

野球協議会リーグ戦

５月２５日（土） 第１２回なのはなテニス大会

５月２６日（日） 野球協議会リーグ戦

４月 ５月

2020東京オリンピックマラソン競技の代表選考会
MGC（マラソングランドチャンピオンシップ）出場権
（男子2時間12分以内・女子2時間30分以内）
をかけ国内指定大会が3月10日開催の「びわ湖毎
日マラソン大会」で終了しました。
MGC出場権を獲得した選手は、男子が30人、
女子が14人。4月末まで海外レースなどに出場しタ
イムを狙う選手もいてこの数は更に増えるとの報道
もあります。注目される選手としては、男子は大迫
傑（おおさこ・すぐる）選手、設楽悠太（したら・ゆ
うた）選手等日本記録を更新した2選手を中心に
8分台、9分台の選手が目白押し。
女子では2時間21分台を二度たたき出した松田
瑞生（まつだ・みずき）選手を中心に、22分台・2
3分台に多くの選手が見受けられます。
MGCは9月15日（日）スタートとゴール付近以外
は本番とは違うコースで行われるそうですが、高温
多湿の中で行われるレースなので暑さに強い井上
大仁（いのうえ・ひろと）選手（2018年アジア大

会優勝）も目が離せません。女子では、ベテランの
福祉加代子（ふくし・かよこ）選手の走りも期待が
かかります。
2020東京大会のマラソン競技は、酷暑の中で行
われるという批判から、早朝7時のスタートとなります
が「どんな天候でも走れる全天候型の選手、精神
的に強い選手が勝つと思う。」日本陸連・瀬古利
彦マラソン強化戦略プロジェクトリーダーは言います。
今までの代表選考は朝日・毎日・読売などの大
新聞社がスポンサーとなる国内大会を指定し、それ
ぞれの大会の成績・過去の実績等を考慮して決め
ていましたが、どうしてもスポンサーの意向を「忖度」
して代表決定を行っているのではないかという懸念
が払拭できない経緯がありました。
今回のように「1発勝負」と
いう公明正大な方法となり
選手にも受けいれられ出場
者も増え、かつ活性化に繋がっ
たのではないでしょうか？

マラソンが熱い！ 男女ともMGCに向け出場者出そろう！


