
夏季空手大会は、宮野木スポーツセンターで７

月７日（日）に開催しました。１３団体、１６７

名が参加。今回も仙武会と拳剛会千葉から多くの

選手のエントリーがありました。

当日は梅雨の真っ最中、雨の降りしきる早朝か

ら選手が続々と集まり、開場と同時に練習も開始。

体育館の中は早くも緊張した雰囲気に包まれまし

た。

開会式では最初に永年、会長としてご尽力頂い

た小倉芳治元会長が昨年の秋、ご逝去された事か

ら小倉師範を偲び黙とうを行いました。幼児・小

学生の選手をはじめご父兄の方々も起立してご冥

福をお祈りしました。

試合は初めに幼児と小学生の形競技から始まり

ました。審判員の不足から当初は形競技は３人体

制を予定していましが審判員も揃い３コート５人

審判員の体制でスムーズな進行となり、予定して

いた午後からの組手競技も、一部は午前中から行

うことが出来ました。

小学生団体は、１６チームがエントリー、Ａグ

ループとＢグループに分かれてトーナメント戦を

行いました。Ａグループからは葵會館Ａが、Ｂグ

ループからはナジ塾Ｂがそれぞれ勝ち上がり、２

対０で葵會館Ａが優勝しました。一般団体戦は、

葵會館・真心会・拳剛会千葉の3団体が出場。リー

グ戦を行い葵會館が２団体を下し優勝しました。

審判長のナジ師範から「上手な選手も参加して

いてまずまずの内容でしたよ。」また、監査長の

井田師範からは「いろいろな多彩な技も出る様に

なりましたね。」とのコメントをそれぞれ頂きま

した。

団体戦

小学生の部 優勝 葵會館A 準優勝 納侍塾B

一般の部 優勝 葵會館 準優勝 真心会

組み手の部

幼児男女 優勝 大野晴都 国武舘

小学１年男女 優勝 式部 晶 葵會館

小学２年男女 優勝 佐野航太 仙武会

小学３年男子 優勝 福田慶太 四街道不動塾

小学４年男子 優勝 国見祐太 仙武会

小学３・４年女子 優勝 渡部 心 仙武会

小学５年男子 優勝 廣田浩一 仙武会

小学６年男子 優勝 中村恭輔 葵會館

小学５・６年女子 優勝 菅生楽佳 葵會館

中学男子 優勝 菅生大心 納侍塾

中学女子 優勝 内山明音 納侍塾

高校女子 優勝 近藤穂香 券身会

一般有級男子 優勝 内藤真一 拳剛会千葉

一般有段男子 優勝 白鳥善輝 葵會舘
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あの暑い夏はどこに行ったの？ここ数年梅雨

が明けると連日うだるような暑さが続いていま

したが、今年は打って変わって涼しさを通り過

ぎて朝晩は寒いくらいですね。

そんな中、新日本スポーツ連盟千葉県連盟で

は第19回目を迎えた「千葉・反核平和マラソン」

が、日本の今後を占う参議院選挙投票日の７月

21日（日）、JR千葉駅近くの千葉公園をスター

ト地点とし、途中JR千葉駅、千葉市役所、高州

団地を経由しゴール地点となる稲毛海浜公園を

繋ぐ約10㎞のコースで行われました。

参加者はランナー10名、スタッフ6名の総勢

16名。午前9時45分、集合場所である千葉公園・

綿打池のほとりに何時もの顔ぶれが集合。園川

理事長の挨拶、準備体操、集合写真を撮り、定

刻10時、どんより曇り空、湿気をたっぷりと含

んだ空気の中でのスタート。

ゆっくりペースで走り出すものの、その内早

くも全員の顔にべっとりと汗、汗、汗。1区間

目（約3㎞）を20数分掛けて中央公園に到着。

給水もそそくさに、2区間目（約3㎞）のゴール

地点となる幸町団地公園を目指す。この区間は

人出が多く一番目立つ区間なので全員のテンショ

ンも上がる。特に地声が大きいS弁護士のアピー

ルには道行く人も思わず振り返る。

続いて3区間目（約2.5㎞）は反核マラソンの

中では一直線のコースで一番しんどい区間。

でも、今年は違いました。涼しい風も吹き全

員スイスイと走り切りました。そして最後の第

4区間・稲毛海浜公園までの直線約2㎞は思い思

いのペースで走り今年の反核平和マラソンは終

了。涼しい夏に乾杯！で祝杯を挙げることとな

りました。

終了後のランナーの感想からいくつか拾って

みました。

（茨城のIさん）今年も来ましたよ！来年の東京

オリンピックの聖火ランナーに応募したので絶

対に走りたいので反核平和マラソンを走れれば

願いが叶うかもしれない思いで走りました。

（お母さん弁護士Oさん）私は最年長！完走でき

るかどうか不安だったけど天気にも恵まれ、ゆっ

くりペースも手伝って走り切ることができまし

た。ありがとう！

（ランランラン・Tさん）途中でこけてしまいま

したけど大丈夫。数年ぶりの参加でしたが楽し

く走ることができました。来年も是非参加しま

す。

（ランランランSさん）どこの団体が走っている

のかをアピ―ルするためにも黙々と走るんでは

なく大きい声でアピールすることが大事じゃな

いか。その意味でアナウンサーの方が「私たち

は新日本スポーツ連盟です」と紹介してくれた

のはよかったね！

来年は20回目の節目を迎えます。高齢化が叫

ばれています。もっと新しいメンバーを誘って

走りましょう！。。。と全員納得の上、来年の課

題を胸に家路につきました。



全国卓球選手権大会千葉県予選会の個人戦は７月

２７日（土）団体戦に続き千葉・ポートアリーナで開

催されました。

今年の全国大会個人戦エントリー数は一般男子42

名・女子6名。年代別男子は63名・女子26名の137名。

昨年同様一般男子の申込者が目立ちました。

同時に開催されたオープン大会には男子１１３名・

女子６１名合計１７４名となり、卓球台５０台を使用

しての大規模な大会となりました。

一般男子個人戦は８ブロック５～６人でリーグ戦を

行いました。

リーグ戦を勝ち抜いた赤翔馬の佐藤公徳・斉藤 猛・

目黒史也選手、ガチ会（千葉大学ＯＢ）の川尻洸平・

古市勇人選手、ボンバーズの大塚将史選手、Ｐｏｎｄ

ｓ大関隆選手、ＢＲＡＶＥ佐藤祐樹選手の８名がトー

ナメントに進出。佐藤公徳選手が３－０で目黒選手を

下し優勝しました。

全国大会には前述の２選手の他、川尻洸平選手、大

塚将史選手の４名が千葉県代表選手として参加します。

一般及び年代別予選会にエントリーした選手からは

「千葉県からの代表枠をもっと増やして欲しい」との

意見が多数聞かれました。

前号でもお知らせしましが全国卓球選手権大会一般

の部は１２月１４日～１５日広島県広島市の県立体育

館で、年代別の部は２０２０年２月２２日～２３日三

重県津市のサオリーナで開催されます。

過去最多の応募となったオープン大会は、県外から

の参加者も目立ち、特に男子は東京都・神奈川県・茨

城県からの申込がありました。 ちなみに男子Ａ・Ｂ

ランクで優勝した佐保真己選手（FREEDOM WILD）

は東京都で活躍している選手でした。

千葉県代表選手は以下の通りです。

一般女子 中村真子（千葉経済高校）

坂本彩加（赤翔馬）

年代別男子 ３０L 曽谷拓也（大網クラブ）

３０H 青柳祐也（ボンバーズ）

４０L 二宮直樹（ヤチスマ）

４０H 古市浩司（ＴＲＦ）

５０Ｌ 安徳 保（木更津クラブ）

５０H 小林哲也（木更津クラブ）

岡野淳一（ＴＲＦ）

６０L 笹川 正（山口企画）

金本啓二（市原ひまわり）

６０H 本間初一（卓愛会）

市原通康（市原ひまわり）

７０L 田中重喜（卓愛会）

７０H 竹村 昭（船橋卓友会）

年代別女子 ４０L 須藤敦子（山口企画）

５０L 斎藤博美（富士電機クラブ）

５０H 永野千恵美（アクアマリン）

６０L 長谷川泉（北極星）

６０H 砂川節子（青野クラブ）

目原美幸（幸）

７０L 船津静子（市川フレンズ）

７０H 永田みつ子（永田スポーツクラブ）

８０L 瀬下耀子（青野クラブ）

大塚・目黒・佐藤・川尻 坂本



７月１８日（木）事務所にて常任理事会を開催し、初

めに今年度の理事会日程について再確認しました。

主な活動報告は

ランニング 反核平和マラソンの打合せを２回開催。

ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ ８月１１日（日）磯辺スポーツセンターで

の交流大会の準備。８チームで締切。

ウォーキング ６月６日大房岬公園で神奈川ウォーキン

グとの合同企画を成功させる。

卓球 ６月１日ポートアリーナで卓球団体戦を開催。

全国大会代表選手を選考。

テニス 青葉の森庭球場や高浜庭球場で、なのはなテニス

大会・混合２ペアチーム対抗戦・シニアテニス大会・

男女別２ペアチーム対抗戦を開催。

空手 ７月７日（日）宮野木スポーツセンターにて夏季空

手大会を１６７名で開催。

スキー ７月１４日（日）役員会を開催。

※ この間テニス協議会が多様な大会を開催。７月７日は

雨の中でも白熱した試合を展開。

※ ６月２２日（土）全国プログレス会議に佐々木事務局

次長が参加。佐々木事務局次長のグループが提案したス

ローガン「スポーツは垣根を超えて＝世代・種目の交流

線～」が金賞をゲット！岸本パラリンピック水泳強化コー

チや雨宮国際ヨガインストラクターの講演を報告して貰

いました。

主な討議事項

２０１９年度活動方針がどのように実践されているか話

し合われました。

１．組織・財政関係

〇 署名の文章と目標の確認を行いました。目標は５００

筆です。各協議会・大会等で集約を図る。

〇 現在、夏季募金は目標額の約半分程度。更に呼びかけ

を行います。

〇 各協議会との懇談会は７月２２日（月）に野球協議会

運営委員会の終了後その場にて開催。園川理事長・本田

副理事長・吉川組織部長が出席。

〇 各協議会からの分担金は完納（バレーボールは例年年

度末）。

２．平和・護憲関係

〇 宣伝カーの手配等反核平和マラソン実施についての確

認を行いました。

〇 反核・平和マラソンの集い（広島） 園川・佐々木・

石原（卓球）3名が参加

３．組織運営関係

〇 ＳｐｒｔｓＮｅｔちば ８月号に空手大会となのはな

テニス大会を追加する事を確認

〇 ５０周年記念行事 ２０２０年１１月上旬・千葉土建

会館など会場確保を先行します。

〇 全国スポーツ祭典 千葉県連盟担当：広報

〇 HPの充実化

〇 事務所整備 3階踊り場の整備

スポーツ観戦を通じて

七月は高校野球大会予選が行われて、選手が

甲子園に向けて奮闘しています。その学校応援

もすばらしく、その魅力でさらに高校野球ファ

ンも増えています。

もう一つこの時期に行われている野球大会が

あります。都市対抗野球です。

社会人野球の甲子園と言われ今年は東京ドー

ムで行われています。今回久しぶりに観戦しま

した。

野球の試合を観るのは勿論ですが、私は応援

の様子も見ます。会社が独特な応援をして皆が

楽しんでいます。会社が勝利のためにひとつに

なり絆が生まれている感じです。

都市対抗なので、会社のある市町村の宣伝も

します。太鼓や踊りをするので、地域文化の勉

強にもなります。

この大会で会社がひとつになれば、その後の

仕事にもつながり、選手も従業員も頑張ってい

く気持ちになります。景気が悪い時こそスポー

ツの大切さを感じました。

高校野球も学校の絆が生まれます。体育系と

文化系クラブが関連しています。応援団や吹奏

楽部が選手のためにパフォーマンスや曲を作り

ます。チアガールも技を磨きます。学校応援と

もなれば、生徒一人一人が声を出します。

選手は燃えるでしょう。勝利のために！

たとえ負けても生徒の絆が深まり、その後の

学校生活の飛躍につながっていくことでしょう。

このように、スポーツは体育系だけでなく他分

野にも関連性があり、私たちの生活向上に影響

を及ぼすと感じています。

スポーツ観戦は奥が深いです。試合を観るだ

けでなく、周囲を見ることで様々な発見があり、

おもしろいです。

平 賀 章 郎

バドミントン協議会（準）

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 REVERSIBLE（リバーシブル）

②代 表 者 片山 芳樹（かたやま よしき）
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）

・名前の由来 クラブ創設の際に集まって3人のメンバー
がたまたまリバーシブルの上着を着ていたためという全く
の偶然で決まりました。

・チームの特徴 メンバー全員がバレーボールが大好きで
実力や経歴などにかかわらず友達の繋がり、学生時代
の先輩・後輩などの繋がりで現在のメンバーが集まりま
した。
松戸市内は千葉県内でもバレーボールが活発な地域
であり、学生・社会人問わずバレーボールプレイヤー
が多いです。
リバーシブル内でも他の男子チーム・女子チームと掛け
持ちしている選手も多く、バレーボールに対しての意識も
高いです。
チームで集まる際「大乱闘スマッシュブラザーズ」をよく
行います。

その意識や競技レベルも高いと言える、と確信してます。
※注）大乱闘スマッシュブラザーズとは？

ビデオゲームの一つで多くのキャラクター（ファイター）
が登場することで若者に人気。最近はやっている
e-sportsともいえます。

④クラブのアピール
リバーシブルは2015年に創設。2020年に5周年を迎え
ます。
最近はメンバーも増え、様々な大会に出場でき、今年4
月に印西市・松山下公園体育館で開催された「第16回
印西市大会」で優勝することができ全国大会出場を達成
することができました。
若いメンバーが多く、活気のあるチームです。そんな中、メ
ンバーで最年長・村井の成長が著しく、高いブロックと正
確なレシーブ、キレのあるサーブが全国大会でも大きな武
器になると確信しています。

➅ 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）
新日本スポーツ連盟の皆さんには日頃からお世話になっ

て感謝しています。今後ともよろしくお願いします。

クラブ紹介

REVERSIBLE

MIXバレーボール

全国大会予選優勝の時

新春大会で３位に入賞しました

６月号の「理事長の独り言」で日本が戦後
最初に参加が認められたオリンピックはメ
ルボルン大会ではなく、1952年（S27年）ヘ
ルシンキ大会でした。訂正してお詫びいた
します。

お詫びと訂正



SPORTS CALENDAR

８月 ３日（土） 祭典・テニス大会・女子ダブルス
８月 ４日（日） 野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦
８月１１日（日） 野球協議会リーグ戦

ミックスバレーボール交流大会
サッカー協議会リーグ戦

８月１２日（月） 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会・男子ダブルス
茨城卓球祭典（出前大会）

８月１８日（日） 野球協議会リーグ戦
男女別３ペアチーム対抗

８月２４日（土） 祭典・テニス大会・男・女シングルス
祭典・バレーボール大会

８月２５日（日） 野球協議会リーグ戦
混合ダブルス３ペアチーム対抗

８月３１日（土） 全国大会予選会
全国理事会 ８月２４日～２５日

９月 １日（日） 野球協議会リーグ戦
全国大会予選会・女子ダブルス

９月 ７日（土） 野球協議会キャプテン会議
チーム対抗テニス大会

９月 ８日（日） 野球協議会リーグ戦
９月１４日（土） 全国大会予選会・壮年女子ダブルス等
９月１５日（日） 野球協議会リーグ戦
９月１６日（月・休） 祭典・野球・（野球協トーナメント）

チーム対抗テニス大会
９月２０日（金） ウォーキング例会
９月２１日（土） 全国大会予選会・壮年女子ダブルス等
９月２２日（日） 祭典・野球・（トーナメント）

サッカー協議会リーグ戦

9月２３日（日・休）祭典・野球・（野球協トーナメント戦）
祭典・卓球大会・ダブルス戦

９月２９日（日） 祭典・野球・（トーナメント）
サッカー協議会リーグ戦
男子シニアテニス大会

８月 ９月

フランスで開催された2019サッカー女子ワールドカッ
プでアメリカが2大会連続で優勝を果たしました。連
覇となったのは2003年、2007年大会ドイツ以来で
2チーム目。
一方、決勝の相手となったオランダは、決勝トーナ
メント戦で日本を破って決勝へと駒を進めたが惜しく
も初優勝を逃しました。
アメリカの強さはどこにあるか？一つは選手の高い
身体能力。その理由として世界最多の選手層の
厚さ。なんと日本の約5万人に対して167万人とい
う桁違いの多さ。併せて大学の充実した環境がある
という。代表23選手中21名が大学在学中及び大
学出身。
法的な裏付けもあります！「タイトルナイン」という

「米国教育法第9編＝教育機関で性差別を禁止
する法律」がそれ。
同法が1972年に成立以来、大学で女性がスポー
ツする環境ががらりと変わり一気に選手増に広がっ
たといいます。予算が当時２％から現在40％以上。
これ等の事実が選手に男女平等を求める意識が

強くなったことは否めないそうです。
米国代表選手は、同国サッカー連盟相手に「性
差別的な待遇改善訴訟」を起こしています。そして
その中心にいるのが今回MVP（最優秀選手）に
も選ばれたラピノー選手。「女子サッカーに敬意をもっ
ていない」と彼女は国際サッカー連盟に対しても批
判の目を向けています。
決勝後に彼女は「この試合はピッチ上で男女のサッ
カーに違いがないことを証明しました。しかし他の部
分がそれに見合った状況になっていない。」と話して
います。
一方、日本の現状はどうか？表立った差別はな
いものの、セクハラ、パワハラは日常茶飯事。予算に
至っては・・・それこそアメリカと比べると雲泥の差。女
子サッカーを含む女子スポーツが更なる発展を遂げ
るためにも先立つものが無ければ、
と思うのは筆者だけではないと思
いますが・・・皆さんはどう思います
か？

サッカー女子ワールドカップ！
強いアメリカ！？ その源は？


