
新しい年を迎え連盟員の皆

さんに新年のご挨拶をお届け

します。

長引くコロナ禍の中で迎えた2023年も、昨年末

からじわじわと押し寄せてきた感染拡大の広がり

や行動規制がない年末年始等も手伝い第８波が来

てきている事は間違いないという報道もあります。

このような状況の中でも、私たちは安全・安心

に大会・イベント等を開催する為に、健康チェッ

クシートの提出、検温チェックの実施、手指消毒

の徹底、ソーシャルディスタンスの確保などの感

染症対策を施したうえで実施してまいりました。

この中には全国大会予選も兼ねた第５７回千葉

県スポーツ祭典も含まれています。残念ながらあ

る大会では感染者が参加していたことが大会終了

後に判明し、その後の対応に当該大会に参加して

いただいた方々と主催者側の対応に若干の齟齬が

あった事は否めませんが、その後はこの大会での

教訓を生かし大会運営を続けることが出来、昨年

３年ぶりに開催された第３４回全国スポーツ祭典

にも千葉県代表選手団を送り出すこともできまし

た。

各種目の活動を挙げますと、競技種目にもより

ますが、テニスや卓球等の個人種目では大会数を

増やし申込を断るほどの活況を呈し大幅に登録会

員が増加、連盟財政にも大きく寄与していただく

等明るい面もありました。

なお、個人競技とは言え接触プレーとなる空手

は大会開催を幾度か見送るなど幾多の困難を乗り

切り久しぶりに開催した夏季大会では多くの参加

者を迎えて参加者からも歓迎の言葉が届いていま

す。 一方、野球やバレーボール（ミックスバレー

ボールを含む）等の団体競技は登録数の伸び悩み

を

抱えながらも、当初の計画通りの大会を開催。会

員の要求に答える活動を継続しています。

この他にも規模を縮小したとはいえ会員外の方々

からも多くの参加を頂いている青葉の森リレーマ

ラソンの昨年に引き続く開催、高齢者を中心とし

たウォーキング協議会の地道な定例活動、ミック

スサッカーという新しい視点での活動を模索して

いるサッカー協議会、温暖化が深刻な影響を及ぼ

しているスキーでは久しぶりのお泊り企画の祭典

を実施する等等、創意工夫を凝らして活動を続け

ている関係者へ感謝をこの場をお借りしてお伝え

したいと思います。

一方、２０２２年はコロナ禍の中で、スポーツ

が果たす役割は何か？が追及された年でもありま

した。コロナ禍で医療体制が崩壊しつつある中で

開催が強行された２０２０東京五輪・パラリンピッ

ク大会。大会自体は無観客で行われ、それなりに

感動を与えてくれましたが、その後発覚した大会

スポンサーをめぐる大会組織委員会元理事による

汚職事件は、本来あるべきオリンピズムを汚すも

のでした。汚職事件の検証をないがしろにしたま

ま２０３０年冬季五輪の招致に躍起なっている今

のスポーツ界の動きは許されません。

スポーツは平和とともにを掲げる私たちの運動

は、昨年末に岸田内閣が国会にも何ら事前に諮る

ことなく閣議決定という一方的に打ちあげた安保

３文書が謳う大軍拡は到底受け入れられません。

ロシアのウクライナ侵略に見られるように、スポー

ツが出来なくなる環境を生まないためにも愚直で

すが平和を訴えるそんな１年にしていきたい思い

ます。
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2022年も残すところ1か月を切った12月4日

（日）新装改修なった天台硬式野球場で今年度

第46回秋季選抜大会決勝トーナメント戦決勝戦

が開催されました。

当該決勝戦までは、10月9日20チームが参加

し6つのブロックに分かれリーグ戦を開催。勝

ち上がった8チームが11月3 日からトーナメン

ト戦を行い、当日ベスト４の4チーム「NAYON」

「千城台ヤンキース」「栄町クラブZ」「B-Levera

ge」が覇権を争うことになりました。

決勝戦に先立ち、準決勝戦2試合を開催。第1

試合「NAYON」vs「B-Leverage」は、少ないチャ

ンスをものにした「NAYON」が4対1で勝利。「千

城台ヤンキース」vs「栄町クラブZ」は、最終

回までにゼロ行進が続き決着がつかなかったこ

とから新スポ連野球協特別ルール、一死満塁の

試合を「千城台」が4対0で制し決勝戦を迎えま

した。

決勝戦の千城台先発・木原投手（右投げ）は

珍しいアンダースローの選手。球速は110～115

㎞、時折見せる80㎞台のスローボールを交える

軟投派。一方、NAYON先発・サウスポー米田投

手は最速130㎞後半の速球で押しまくる速球派。

投手戦の予感があたり立ち上がりは両チーム

とも三振、凡フライを重ねなかなか得点が上が

らない。1回、2回は両チームとも無得点。

3回裏、NAYON無死1

塁のチャンスを掴み、

２盗を企てるもキャッ

チャーの功送球でアウ

ト。 4回表、今度は

千城台が無死1塁

のチャンス。ここ

で5番打者小松選

手のセンターオー

バー２塁打が飛び

出し先制点をもぎ取る。

その後は両チームとも塁に出るものの後続が

続かず、4回の表に千城台が挙げた1点でゲーム

セット。

決勝戦に相応しい緊迫した試合展開でした。

特に決勝戦で4回も2盗を阻止した千城台キャッ

チャー清水選手のソフトバンクホークス捕手・

甲斐キャノンを彷彿させる送球は圧巻でした。

試合後の優勝インタビューで千城台・藤代監

督「今日の優勝はバッテリーにつきます。先発

の木原君はコントロールが良いので安心してみ

ていられた。先制点を取ってからも守備がしっ

かりできたことが勝利に繋がったと思います。」

と嬉しそうに語ってくれました。

試合後の表彰式では千城台に優勝旗・表彰状・

表彰盾が、NAYONに表彰状等の授与。最優秀勲

選手千城台・清水隆弘捕手、優秀選手にNAYON・

米田貴哉投手がそれぞれ選ばれました。

なお、今大会優勝の千城台ヤンキースは2023

年4月に開催予定の関東選手権（埼玉県戸田市）

に出場することとなります。ここで勝ち上がり

5月全国大会（静岡・草薙）での活躍を期待し

たいと思います。 （文責 園川）

優勝の千城台ヤンキース

準優勝のNAYON



今年もやってきました検見川クロカン！

コースとなるのは半世紀前の東京五輪で近代

五種競技の内、クロスカントリー走が行われて

いた事やサッカー日本代表が合宿地として利用

していたことでも有名。

市街地の中にありアクセスも便利なことから

リピーターを含め関東各地から多くの参加者を

集めています。

今回の参加者は募集定員には及ばなかったも

のの３００名近くに、また本大会の常連でもあ

るトライアスロン界のレジェンド・上田藍選手

（１０㎞女子部門出場）も参加するという中で、

薄曇り。風もないという絶好のコンデションで

開催されました。

１０㎞競技部門の当日参加者は１９６名、５

㎞部門の７８名。合計２７４名。午前10時に５

㎞部門、15分後の午前10時15分に１０㎞部門が

それぞれオンタイムで一斉スタート。

薄曇り、微風という絶好のクロカン日和の条

件のもとレースが執り行われました。

５km部門には野球部のユニフォーム姿がひと

きわ目立っていた東葉高等学校野球部の選手た

ちは女子マネージャー二人の叱咤激励もあり全

員無事完走。また爽やかなモスグリーンのラン

シャツ・ランパンのSRC（スポーツレクレーショ

ンクラブ＝障がい者の方々のクラブ）の力走も

多くの声援を得て心地よい汗を流していました。

１０㎞部門では、トップグループの素晴らし

いランニングフォームに見とれたり、仲間の叱

咤激励を受けながらジョギングペースの走りが

あったりと思い思いのペースでランニングを楽

しんでいるようでした。やはり圧巻は上田選手

の走り。大会記録には及ばなかったものの３８

分１４秒（総合でも６位）という好記録で女子

部門１位になった走りはさすが！

コロナ禍の為、レース後のワインを傾ける交

流会は今年も中止となりましたが、各部門１位

の選手は大会記念品としてワインがそれぞれ贈

呈されました。もちろん未成年者には釘を刺し

ておきましたが・・・

各部門１位入賞者は次の通りです

10km

A男子３９歳以下 中倉 幸陽 ３６：３９

B男子４０歳代 伊豆倉 健城 ３８：０８

C男子５０歳代 伊藤 忍 ４１：２５

D男子６０歳以上 古怒田 修 ４１：０２

E女子 上田 藍 ３８：１４

５km

F男子３９歳以下 石井琉之介 １６：５８

G男子40～50歳代 佐藤 心雄 １７：４２

H男子６０歳以上 内村 倫康 ２５：１０

I 女子 伊藤 凛音 ２０：０１

大会記録の詳細は東京ランニングクラブのHPで

ご確認ください

http://www.t-njsf.net/tokyo-rc/



毎年新日本スポーツ連盟千葉県連盟では、千葉

県知事・千葉市長宛に「スポーツ施設改善等に関

する要望書」を提出し、それをテーマに懇談して

います。（コロナ禍にあって、面談が出来ない場合

は文書による回答も頂いています。）

今年も、各協議会から頂いた内容を盛り込んだ

要望書を１２月初旬に提出しました。

市議会、県議会の開催時期と重なったため、市・

県からの回答はまだ届いていませんが、懇談内容

や回答内容等については、「SportsNetちば」やホー

ムページ上でお伝えして参りますので、しばしお

待ちください。

要望内容についてかいつまんでお知らせします。

【千葉市宛】

テニスコート、野球場、体育館、サッカー場に

大別して個々の課題について要望しました。

テニスコートについては、高浜庭球場、稲毛海

浜公園スポーツ施設、青葉の森スポーツプラザの

３つに分けコートの舗装や出入り口の新設等につ

いて要望を挙げました。

野球場については、青葉の森スポーツプラザ、

宮野木スポーツセンター、稲毛海浜公園スポーツ

施設、犢橋公園野球場の４つについて要望を挙げ

ました。

具体的には、雨漏りの改修、バックネットのか

さ上げ、簡易的なスコアボードの設置、トイレ改

善、バックネットラバーフェンスの設置等につい

てです。

体育館については、千葉公園スポーツ施設体育

館（新体育館を含む）、宮野木スポーツセンター体

育館、花島公園体育館、千葉ポートアリーナ体育

館の４つの体育館について要望を挙げました。

新体育館については施設の利用基準や料金、夏

場の換気対策や冷房料金の引き下げ（ポートアリー

ナ）や卓球台の増設などを要望しました。

サッカー場については、青葉の森スポーツプ

ラザサッカー場、花島公園多目的ひろばの２箇所

について要望を挙げました。

サッカー場の主要な要望は芝生の養生です。

施設関係以外では、スポーツ基本法に基づくス

ポーツ振興計画についてその具体化を求めていま

す。また、スポーツ関係予算の全貌を知る上で欠

かすことの出来ない、過去５年のスポーツ関連予

算を明示するよう求めました。

【千葉県宛】

千葉県には県が維持管理しているスポーツ施設

は数えるほどしかありません。

施設新設はしないという千葉県の考え方が背景

にはあります。

市民スポーツ県民スポーツの振興のためには、

身近な施設が求められていますが、そこには目を

向けられていない状況があります。

そのため、施設関係の要望は千葉県総合スポー

ツセンター（通称：天台スポーツセンター）が中

心的な要望箇所となっています。

千葉県総合スポーツセンター

庭球場について：クラブハウスを建て替えること

になっています。整備状況や内容を明らかにす

るよう求めました。

体育館について： 先の台風により体育館は現在使

用できない状況になっています。建て替えの見

通しを明らかにするよう求めました。

硬式及び軟式野球場について：この間なされた改

修工事の内容について明らかにするよう求めま

した。

スポーツ科学センター：卓球台の増設を要望

ラグビー・サッカー場：簡易コーチボックスの購

入出来ない理由について明らかにするよう求め

ました。

その他

過去５年間のスポーツ予算の推移や、スポーツ

協会加盟団体の優遇措置の根拠を教示するよう求

めました。

千葉県・千葉市からの回答内容等については、後

日詳報いたします。



12月１６日(金)今年度7回目となる常任理事会

を県連盟事務所で開催しました。

報告事項

・11／25に理事会を開催

自治体要望書の内容を確認

財政状況の共有

ひろば誌購読料の未納について

・11／27 3ダブルス卓球大会（習志野市）開催

216人（72チーム）が参加

・１２／６自治体要望書を提出（千葉県・千葉市）

・12／3新日本スポーツ連盟全国理事会開催

連盟の略称を「新スポ連」に決定（推奨）

・12／11検見川クロスカントリーレース開催

5kmレースに78人、10ｋｍレースに196人

計274人が参加

協議事項

・千葉県行事調整会議に向けて

資料作成を各協議会に依頼する。

1月5日締切（県連盟内部）

・千葉市スポーツ施設利用調整会議に向けて

資料作成を各協議会に依頼する。

1月10日締切（県連盟内部）

＊県、市の利用調整会議は、2024年度1年間の球

場や体育館、武道館などの施設利用についてス

ポーツ協会や他団体と会場確保の協議をする場

です。

大会日程や運営に大きな影響を与えるものです。

・SportsNetちば１月号、2月号の構成について

クラブ紹介について割愛し、クロスカントリー

レースの記事を入れる。

・6月24日に全国連盟がプログレス集会を開催

関西、関東に分けZOOMを利用し開催

・2月11日全国評議会

田久保副理事長が参加

・事務局の閉局について

事務局長が千葉県勤労者スキー協議会役員も兼

ねているため、スキー行事の際には、事務所不

在となる。

特段代理は置かないので、留守番電話やメール

などで対応する。

常任理事会 報告

新日本スポーツ連盟千葉県連盟（県連盟）に常駐

するようになり、10ヶ月が経とうとしています。

スキーやテニスといったなじみ深いスポーツもあ

れば、野球やサッカーといったなじみの少ないスポー

ツもあります。

これまで何十年という年月、県連盟を支えてきた

金子さんの存在が大きすぎ、比較されることにも慣

れませんでした。

しかし、年間の行事はそんなこと歯牙にもかけず

どんどん進んでいきます。

こなさなくてはならない業務の多さに閉口するこ

ともありますが、 毎日時間は過ぎ去っていきます。

そんな時は、電話や直接会場でお会いした大会参

加者の顔やお話しを思い出して頑張っています。

私たち新日本スポーツ連盟の大会は、ワールドカッ

プやオリンピック、ＷＢＣなどの華やかさからは全

くといって良いほどかけ離れています。

しかし、みんなのすぐ隣にあって、参加しやすい

し、親しみの持てる大会だと自負しています。

ご存じの方も多いと思いますが、私がメインで係

わっているのはスキー協議会です。

そのスキー協議会が長年取り組んできたのがスキー

祭典です。

この2年間中断していたスキー祭典がようやく今

年再開することになり、多くの参加申込みを頂いて

います。

その中に、祖父、娘夫婦、孫の親子三代でお申し

込みを頂いた方がお出でになりました。

こうした、親子で楽しめる機会を提供しているこ

とに喜びを感じるとともに、小さなお子さんをどの

ように教えていけば良いのかという不安もあります。

技術よりもスキーの面白さ、雪の美しさや楽しさ

をわかってもらえたらと思っています。

勝利にこだわるな、とはいいませんが、そこの部

分を大切にする連盟でありたいと思います。

（県連盟事務局長 佐々木睦昭）



SPORTS CALENDAR

１月１４日（土） テニス 会長杯男子Ｓ

１月１５日（日） ミックスバレーボール 新春大会

１月２１日（土） テニス 2023年新春大会

１月２２日（日） テニス 2023年新春大会

１月２８日（土） テニス 混合Ｄ２ペアチーム対抗

１月２９日（日） 卓球 冬季大会（公園体育館）

２月 ４日（土） テニス 男女別Ｄ３ペアチーム対抗

２月１８日（土） 野球 協議会総会

２月１９日（日） 野球 審判講習会

２月２３日（木） テニス 第５２回３７０チーム対抗男子

２月２５日（土） テニス 第５２回３５０チーム対抗女子

２月２６日（日） テニス 第４１回春季大会男子Ｄ

２月 ４日 千葉県行事調整会議

２月１１日 全国連盟評議会

２月１１日 千葉市施設利用調整会議（体育館・庭球場）

２月１８日 千葉市施設利用調整会議（野球場）

1 月 2月

サッカー界の王様、元ブラジル代表・ペレ

さん（本名：エドソン・アランテス・ド・ナ

シメント）が昨年末12月29日、結腸癌の転移

による多臓器不全の為死去（享年82歳）の知

らせは、サッカーを愛する人々を含め世界の

多くの人々にショックを与えました。

ブラジルが初めてワールドカップに優勝し

た1958年大会に17歳で初出場。その後、3大

会に連続出場し、62年、70年大会と合わせて

3度の優勝を経験。77年に引退するまで1281

得点を挙げ、世界のスーパースターとして君

臨。ペレさんの活躍はそれまで強豪国にすぎ

なかったブラジルを「王国」に変えたと言い

ます。

引退後はユニセフ（国連児童基金）親善大

使、95年から3年間ブラジル史上初のスポー

ツ大臣を務めるなど幅広く活動しておりまし

たが、近年は体調不良で入退院を繰り返して

いました。

昨年11月から一カ月間余にわたってカター

ルで開催されたワールドカップ・カタール大

会ではネイマールを要するブラジルは決勝トー

ナメント戦でクロアチアに敗退。残念ながら

優勝には届かなかったもののその実力を大い

に発揮。ペレさんが築きあげたサッカー王国

が未だ健在であることは誰しも認めるところ

です。

ペレさんは平和に対する思いも強く、現役

時代、ブラジル・サントスの一員としてアフ

リカを訪問した際、コンゴやナイジェリアで

の内戦が止まったことも。

2022年2月から始まったロシアのウクライ

ナ侵略に対して同氏の発言「侵攻をやめなさ

い。暴力を正当化できる議論は存在しない。

この侵攻は邪悪で不当であり、痛み、恐怖、

悲鳴、苦悩以外に何ももたらさない。」ロシ

アを突き刺す、強い批判と怒り。

亡くなる半年前のこのメッセージは戦争を

憎み、平和と友情を育むスポーツの役割を深

く自覚した証です。

クリスマス停戦と言いながら民間人やイン

フラ施設を狙ったミサイル攻撃

を続けるロシア。

ロシア国内の反対意見を徹

底的に弾圧するプーチン政権

に届けたいメッセージですね。


