
恒例の検見川クロスカントリー大会は、１２月

８日（日）東大グランドにて開催されました。

クロスカントリーは元々どのようなコース状況

でも実施される競技であるとは言え、やはり前日

の雨で主催者としては、グランドの状態を心配し

ましたが、さほどのぬかるみも無く、当日は小春

日和の下、１３３名が出場しました。（エントリー

人数は200名）

このクロスカントリー大会は東京ランニングク

ラブと千葉ランニングクラブの共催で開催、今年

で18回目を迎えました。

大学施設のため正式に使用許可が出るのが2か

月前、しかも当日は近隣の八千代市でニューリバー・

ロードレースも開催されている中での大会の為、

例年より参加者は多くはありませんでしたが、千

葉県や東京都以外に茨城、埼玉、神奈川、静岡そ

して石川県にお住まいの方も参加して頂きました。

例年参加のSRC（代表は塩家吹雪氏）の皆さん、

そして地元稲毛インターからは韓国から20才のイ

エジン パクさんも10キロ女子の部に特別出場、

国際色豊か？な大会となりました。

記録証について

5キロの部は全員

配布できたのです

が、電力不足の為

10キロの部が印刷

出来ず後日の郵送とのハプニングはありましたが、

参加者からは「待っているよ！」との暖かい言葉

に主催者としては(´▽｀) ホッと。

恒例のレース後の交流会では選手の皆さんにワ

イン、ビール、ソフトドリンクが振舞われ、スタッ

フとの楽しいひと時を過ごすことも出来ました。

参加選手は「楽

しかったよ。」「来

年も参加します。」

との言葉を残して

グランドを後にし

て行きました。

結果は以下の通

り 優勝者のみ 詳しい結果は東京ランニングク

ラブのHPに掲載

Aクラス 男子39歳以下 10km 右田 開

（ふじみ野市） ３７．１１

Bクラス 男子４０歳代 10km 釈迦野 亮

（練馬区） ４０．３０

Cクラス 男子５０歳代 10km 岡本 広幸

（稲城市） ４０．４２

Dクラス 男子６０歳代 10km 宮下 弘文

（富士吉田市） ４４．４５

Eクラス 女子 10km イエジン パク（写真）

（稲毛インター）４２．３８

Fクラス 男子39歳以下 5km

鷹見 聡（千葉陸協）

１８．００

Gクラス 男子40～50歳代 5km

烏田 信二（あかばね楽走会）

２０．５６

Hクラス 男子６０歳以上 5km

高浦 俊昭 （専大松戸陸上部）

２２．２６

Iクラス 女子 5km 郡司 和泉 （FTRC）

２５．３７

（金子泰夫）
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12チームの精鋭によるミックスバレーボール新

春大会が年明け早々の1月5日（日）昨年と同じ会

場・柏市中央体育館で開催されました。

午前中 四つのブロックに分けて各チーム2試合

ずつの予選リーグ戦を行って1位トーナメント戦

に駒をすすめたのはいずれも過去全国大会に出場

経験があるか、相当の力あるBURST・ GOZILA

REVERSIBLE ・backbone の4チーム。

２位トーナメント戦に進んだのは今回初参加チー

ムを含むROUGE/OB・KVC・Macotts・

LOSERSの4チーム。

３位トーナメント戦には常連・古参チームを含

むReborn・ROUGE/A・ Spring One ・千葉大園

芸バレーボール部の4チームがそれぞれ進みまし

た。

1位トーナメント戦に進んだ4チームはいずれも

力のあるチームでどこが優勝してもおかしくない

中で手に汗を握る接戦の連続。

第1試合GOZILA対BURST、第2試合REVERSI

BLE 対backboneの2試合ともフルセットに持ち込

まれる試合展開。

いずれも1時間近くを要した試合を制して決勝

戦に進んだのは、昨年末愛知県で行われた第14回

全国大会出場したばかりのBURSTとREVERSIB

LEの2チーム。

決勝戦は、お互いに取ったら取り返すシーソー

ゲームの様相。

1セット目は

BURSTが25

対17で制す

るものの、2

セット目はR

EVERSIBLE

も食い下がりジュースに持ち込む展開。最後は

BURSTのズバッと決まったアタックヒットでジ・

エンド。 30対28でBURSTが優勝！どちらのチー

ムも正月のお屠蘇気分を吹き飛ばす素晴らしいパ

フォーマンスを見せてくれました。

一方、2位トーナメント戦、 3位トーナメント

戦に進んだ8チームもリーグ戦の試合形式と同様

に2セットマッ・25点先取・ジュース無で行いま

した。どのチームも、寒さを吹き飛ばす熱気あふ

れるプレーが続出。会場使用時間の関係でコート

を移動していただくチームもありましたが十分楽

しんで頂けたようでした。

今回出場チームでもユニークなチームは

ROUGE/OB。八千代市にある大学生の皆さん。

既に卒業後進路も決まり卒業記念にバレーボー

ルの試合に出たいとの熱い要望もあり出場。惜し

くも1位トーナメント戦には進めませんでしたが、

選手のプレーを見ていますと4月からの新しい舞

台での更なる活躍が大いに期待できる躍動感を感

じました。

試合結果 優勝 BURST

準優勝 REVERSIBLE

三位 backbone

四位 GOZILA

（園川 記）



「スポーツ基本法」の具体化としてスポーツ連盟

が取り組んでいます千葉市へのスポーツ要求行動が

今年も暮れも押し詰まった12月18日（水）夕方、

千葉市役所会議室においてスポーツ振興課と約1時

間に渡り行いました。出席者は連盟から園川理事長・

金子事務局長・富田理事・吉田理事の4名。スポー

ツ振興課からは当初、部長も参加の予定でしたが所

用の為急遽欠席。山崎課長・笠井課長補佐の2名に

対応していただきました。

冒頭各大会会場や理事の皆さんがあちこちで集め

た604筆に上る（過去最高）署名とスポーツのひろ

ば誌・Sports Net ちばを手渡し、連盟活動をアピー

ルしました。

次いで事前に連絡しておいた各スポーツ施設の改

善要求について回答を頂きました。

回答の中で喫緊の課題となっています千葉公園ス

ポーツ施設の公園体育館については、現在工事が行

われているベロドロームの供用時期が2020年2月を

目指しており、その敷地内に新しい体育館を建設す

ることとなっていること。現在の体育館は老朽化し

ているが、使用頻度も高いことから、新体育館が完

成する迄は現在の体育館を補修しながら使用する

（ながら建築）ことになること、新体育館の基本設

計は終了していることから早ければ2024年には供

用開始したいとのプランが提示されました。

詳細な内容は「千葉市都市局」HPにある再整備

計画マスタープランに掲載されているそうですので

興味がある方は是非チェックしてみてください。

その他要請事項の回答内容は次のとおりでした

また、今回どうしても引き出したかった回答に見

出し掲示の3課題については、いずれも仮押さえの

段階ですがなんとか確保できそうな回答が寄せられ

ました。

今後は担当課宛てに依頼文の提出が必要となりま

すので速やかな手続きを進めることとします。

私たちが改善要求をお願いしている施設の殆どが

「都市局」扱いであることから今後スポーツ振興課

はもとより都市局等直接関係する部局への働きかけ

も必要だと感じました。

勿論スポーツ振興課も私達の要望を真摯に受け止

め関係部局との連絡も行なって行って頂いているよ

うですので同課とも今後引き続き要請を続けていく

予定です。

最後に連盟創立50周年記念事業と次期提起総会

の案内も行うことも告げましたが前向きに検討して

いただけるようです。

（園川 記）

本文の執筆は１２月でした。

その後の調整で、

テニスの全国大会会場

（フクダ電子ヒルスコート）

全国軟式野球大会会場（青葉の森）

県連盟５０周年記念式典会場

（穴川コミュニティセンター）

が千葉市当局の理解と協力により確保で

きました。

署名を手渡す園川理事長



1月23日（木）連盟事務所にて第11回常任理事会を開催

しました。

主な活動報告（大会・講習会）

ランニング リレーマラソンの準備を進めている

ウォーキング 12月に餅つき、１月に鋸南町「大崩れ」

卓球 １月２５日の冬季大会準備

ミックスバレー １月５日（日）柏中央体育館にて１２

チーム参加で新春大会開催

テニス 天候不順による中止もあるが、各種大会

進行中。

スキー 千葉県スキー祭典の参加者向け要領発送

最終参加者５３名。

ｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰ 133名の参加で開催。電力不足によるア

クシデントもあったが、参加者は好意的

サッカー リーグ戦開催中

福島長崎1,500km反核平和マラソンの下見報告

・横断歩道がない、乗降用のスペースの確保が困難、走

るべき歩道が途切れているなどの問題点が浮き彫りに。

今後全国実行委員会や関東ブロックで協議の上、問題

解決を図ることに・・・

主な討議・決定事項

組織・財政関係

○ 夏季冬季の募金（カンパ）が年間予算額（20万円）

をクリア

○ ホームページのアップロードや事務作業の補助をして

くれる人材を確保する必要がある（有償であっても）。

当面、各協議会に人材を養成することに

○ 大会や協議会毎に負担いただいている事務所維持費な

どの事業収入に頼るのではなく、会費で運営できるよう

な体質改善が必要ではないかという論議があったが、今

後の課題として継続協議に。

各種目別協議会との懇談

○ ２月にバレーボール協議会とセット

総会準備

○ 議案の受け持ち分担を確認。理事会までに内容を精査

する。

○ 代議員の確保は9割方完了。

○ 規約改正（役員定数や任務内容）について、案文を作

成しメール等で各役員宛に送り検討しておく。

○ 次期役員の就任打診について（事務局を中心に）

５０周年記念式典について

会場確保の目処が立つ（穴川コミュニティーセンター）

今後、参加者をはじめとした内容を担当理事で検討。

全国スポーツ祭典について

千葉県担当の任務遂行に力を注ぐ

《欲しがりませんオリンピックが終わるまでは》

＝我慢させ・忖度させる宰相（官邸）に物申す＝

先日の朝日新聞１面に「手賀沼花火大会 今夏は

中止 各地で花火大会の中止相次ぐ」との記事を見

て唖然としてしまいました。

先の戦争中の庶民向けスローガン“欲しがりませ

ん勝つまでは”“日本人なら贅沢は出来ない筈だ！”

と同じではないですか？

理由はオリンピックの開催期間と重なり十分な警

備が不足するとの事。40万人近くが楽しみしている

花火まで中止！これって異常ですよ！

約１か月のオリンピック・パラリンピックの為に

当初6000億円の予算が今では3兆円ともそれ以上と

も。 練習会場などのために都内だけでなく関東周

辺の主なスポーツ施設は軒並み使用制限。市民スポー

ツは隅っこに追いやられ、スポーツ連盟の全国大会

や地域の大会も会場捜しで大変苦慮しています。

今の日本はオリンピックと言えば何でも通る世相

になっていませんか？ 消費税10％アップ、広がる

格差社会、働き方改革という名の過密な労働条件が

続いているのにオリンピック開催に目を奪わせ、妙

に我慢させる社会になっていませんか？

国民には真実を知らせず“鬼畜米英”“１億火の

玉”のスローガンで無謀な戦争に突入。《勝った勝っ

た》との嘘のニュースに踊らされたあげくの敗戦、

300万人もの犠牲者を出したのにスローガンは“一

億総懺悔”、 国民に耐乏を押し付けたのは今からたっ

たの75年前の事。

先日から始まった通常国会では、我が国の宰相演

説は「桜」疑惑、IR汚職など数々の疑問に真面目に

答えようとせず、ただひたすら『オリンピック・パ

ラリンピック成功を』と16回も繰り返すなどスポー

ツの政治利用も甚だしい限りです。

ドイツ・ヒットラーもベルリンオリンピックを最

大限利用しました。

（ギリシャなどオリンピック開催国が大会後、経

済が混乱・破たんした様に日本もそうなるのではな

いか心配です。）

オリンピックの成功を自分の成果・功績と宣伝し

個人的な願望である憲法改正（悪）押し通し、戦争

の出来る国にしようとしているのではないかと腹立

たしい思いをする毎日です。

県連盟事務局長 金 子 泰 夫

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 ぴんぽんず

②代 表 者 鈴 木 和 之

③チームの連絡先 高洲スポーツセンター ぴんぽんず
（連絡希望の方は↓まで）

メールアドレス lv.kazz0358@gmail.com

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）

練習は高洲スポーツセンターで毎週水曜日19時から
21時まで、土曜日は17時から19時までを定期練習とし、
前半の1時間は全員で練習。
後半はミックスダブルスや試合が近づくとシングルなども

行っています。
現在のメンバーは男性19名、女性12名です。
年齢構成は１０代から７０代までいろいろです。上

手な人も経験の少ない人もいます。

⑤クラブのアピール
新メンバーも増え、毎月いろんな試合に参加していま

す。

卓球はもちろんの
事、いろいろなイベン
トを開催しています。
合宿は年１回

６月か１０月に大
網白里や白子などで開催。
またBBQ、お花見卓球観戦などメンバー同士の親睦

が深まる行事も沢山企画しています。とにかく皆さん人が
良く、楽しいクラブなので是非お出で下さい。
新日本スポーツ連盟の千葉県予選会を勝ち抜き全国
大会に出場した選手はここ3年間で小川智志・林直樹・
鈴木和之・島村百子の4名となりました。

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）

スポーツ連盟は
いろいろな試合を
開催してくれている
ので感謝していま
す。

全国大会には有名
な人も参加してい
てリーグ戦を勝ち上
がるのは大変だなと
思っています。

クラブ紹介

ぴんぽんず
卓 球

クラブ紹介掲載を希望されるクラブは、600字

程度の原稿と写真３～４枚を新日本スポーツ

連盟千葉県連盟事務所までメールに添付して

お送りください。

鈴
木･

高
橋

組

鈴木･高橋 組

鈴木･高橋 組

新日本スポーツ連盟千葉県連盟卓球協議会では、3

月12日(木)開催の『女子スリーダブルスお花大会』

の参加者を大募集しています。

人気の大会で80組先着です。あと30チームしか受

付できません。お急ぎ下さい。



SPORTS CALENDAR

２月 ８日（土） 春季テニス大会・男子S
スキー祭典 ～11日（火）

２月 ９日（日） サッカー協議会リーグ戦
２月１６日（日） シニアテニス大会・男子/壮年女子W

サッカー協議会リーグ戦
２月２０日（木） 卓球講習会
２月２１日（金） 月例ウォーキング
２月２３日（日） シニアテニス大会・女子/壮年男子W

サッカー協議会オープン大会
野球協議会審判講習会

２月２９日（土） 新春テニス大会・女子W

全国理事会 ２月 ８日（土）
全国評議員会 ２月 ９日（日）
全国卓球選手権大会 ２月２２日・２３日

３月 １日（日） サッカー協議会シニア大会
３月 ７日（土） 男女別３ペアチーム対抗テニス大会
３月 ８日（日） 祭典・空手大会

サッカー協議会オープン戦
３月１２日（木）スリーダブルスお花卓球大会
３月１３日（金）月例ウォーキング
３月１４日（土）春季テニス大会
３月１５日（日）サッカー協議会リーグ戦
３月２１日（土）混合ダブルス３ペアチーム対抗

テニス大会
３月２９日（日）サッカー協議会リーグ戦

全国連盟総会 ３月１４日（土）・１５日（日）
千葉県連盟総会 ３月２０日（土）

２月 ３月

学校管理下の柔道で1983年から2010年までの
27年間で少なくとも110名の命が奪われ、その多く
が「信頼関係」を盾に生徒の異常を軽視し、気持
ちの問題であると処理したことで起きています。
体罰がよくないことは分かっているが「信頼関係」
があれば許されるという考え方が未だに学校関係者
の間ではまかり通っています。
ここ数年スポーツ界では暴力問題が頻繁に取りざ
たされていますが、なぜ無くならないのでしょうか？そ
んな疑問に答える内容を含んだ本を最近読む機会
がありました。
その本のタイトルは「反体罰宣言」（春陽堂書店
2019年11月出版）。著者は日本体育大学スポー
ツ文学部 武道教育学科准教授・医学博士の南
部さおり氏。
スポーツとはまったく無縁であっ
た著者が、専門に取り組んでい
た法医学の知識を生かし、日
本体育大学（日体大）に移
り、そこで冒頭述べた部活での
柔道死亡事故を根絶するには
どうするか、取り組んだのは学生たちに学校・部活

動で我が子を失った被害者家族に語ってもらう研
修会でした。
日体大は、日本のスポーツ界をけん引し、スポー
ツ・体育指導者を多数輩出しています。そして卒業
生の多くが体育教師となる道を選択します。
なぜ最悪の結果を生んでしまったのか、本書では
被害者家族から聞き取った内容をベースにした七つ
の事例を挙げて詳細に述べています。
例として挙げられているスポーツは、柔道、ラグビー、
剣道、バレーボール、野球等どこでもある部活動で
見られるものです。
そんな中に「指導死」という聞きなれない言葉が。
これは教師のパワハラが引きおこす「自殺」を意味し
ています。暴力を目のあたりにして何もできない自分
が情けない、聞くに堪えない罵詈雑言を浴びせられ
自分の存在がわからなくなり自殺に追い込まれてし
まう。そんな無茶苦茶な実態が学校現場では頻繁
に起こっています。
体罰はよくないと知りながらな
ぜ体罰に走るのか？興味があ
る方は是非一度ご覧になること
をお勧めします。

日本体育大学が超本気で取り組んだ「命の授業」
～～なぜ「体罰」は無くならないのか？～～


