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ボンジュール
フランス代表団
サッカーと卓球で交流深める！！
全体集合写真

ＦＳＧＴフットアセッ
ト代表団と全国サッカー
協議会との交流行事は、
ＦＳＧＴ代表団が９月１
８日（金）に成田空港か
ら入国し、東京、神奈川、
大阪とそれぞれフットア
セットの試合をして交流
を深めました。
大阪には、２２日（火）

の昼に新大阪駅へ出迎え、
大阪サッカー協が用意し
た宿舎西田辺に移動し、翌日試合会場の長居球技場を見て「こんなに大きな会場でプレーできる
機会はフランスではめったにない」と喜びを語っていました。
その夜は、サッカー協主催のレセプションが催されました。
２３日（水）が、長居球技場で、ＦＳＧＴ招
待フットアセット大会が開かれ、一般１２チー
ム、女子３チーム参加し、これには兵庫、和歌
山からも、チームが参加して行われ、大阪のＨ
ＩＳＴＯＲＩＡが予選リーグ、決勝と２度にわ
たってＦＳＧＴを破るという快挙がありまし
た。

仏代表 横断幕が見える

２５日（金）には、大阪府
連盟とＦＳＧＴとの卓球交
流試合が長居球技場下の单
練習室で行われ、大阪チー
ムは敗退しましたが、昼か
らの２時間たっぷりと卓球
で汗を流しての交流となり、
渡辺理事長 対戦中
大会説明する 田丸さん
エールの交換をしました。
サッカー代表なので、卓球はピンポンぐらいだろうと府連盟理事会でも話題になっていました
が、ラケットを握るとそれはとても上手で、大阪チームはピンポンでフランスは皆さん上手にピ
ン球を打ち返してきていました。

志賀さん スピーチ

夕方５時から、府連盟主催の歓迎懇親会が長居球技場スタ
ンド下のみづほ食堂で行われ、フランス代表９人、通訳１人
の計１０人と大阪は、渡辺理事長、川野事務局長、加山(ﾗﾝﾆﾝ
ｸﾞｾﾝﾀｰ)、田丸(卓球)、中村(卓球)、志賀(ﾃﾆｽ)、名坂(ﾃﾆｽ)、植
山(ｻｯｶｰ)の８人が参加して、それぞれ自己紹介をして交流を
深めました。

フランス代表の中に、酒も肉も宗教の関係で駄目な人が
おりましたが、コーラで乾杯し、２時間余りの懇親会とな
りました。
後でサッカー協の役員から聞いたことですが、２６日の
送別会では、難波で行い、ディスコで元気に踊りまくって
いたとの事でした。

サッカー協の皆さん、ご苦労様でした 。

御堂筋新聞１０月号に
スポーツ連盟大阪が紹介
されています。
先月号で御堂筋新聞の取材を受けたことを紹
介していましたが、このほどインターネット上で
の御堂筋新聞１０月１日号にスポーツ連盟大阪
の活動が紹介されていますので、機会があれば見
てください。
http://www.mido-suji.com/

陸上大会６９８人が競う！
１０月４日（日）服部陸上競技場で第４６
回大阪スポーツ祭典陸上競技大会が７９クラ
ブ、６９８人の参加で開催されました。
この日は、快晴で
夏日を想わせる暑
い中でのレースと
なりました。
壮年男子 10,000
ｍが９時３０分にスタートし、トラック内３
レーンを走り、外５レーンで男子 100ｍの予
選１９組９２人がベスト８を目指して競いあ
いました。
今 回 も 1500 ｍ 、
5,000ｍ、10,000ｍの参
加が全部で２５０人と
多く、時間の関係でそ
れぞれタイム決勝とな
りました。
大会運営も陸協審判の協力をはじめ、大阪
ランニングセンターの協力と選手の多い参加
クラブに協力をお願いし、全体で６０人のス
タッフで運営にあたり、一日中奮闘していた
だきました。
今年は全国大会がありませ
んが、来年は東京で全国祭典陸
上大会があり、出場選手の中か
ら、来年はぜひ全国大会を目指
しますという声が聞かれてい
ました。

大会結果は、次の通りです。
男子の部
100ｍ
竹林 孝之
壮 100ｍ
渡辺 一生
中 100ｍ
西本 翼
200ｍ
竹林 孝之
壮 200ｍ
久野 康夫
400ｍ
片岡 竜太
800ｍ
山下 弁二
1,500ｍ
小寺 晃弘
壮 1,500ｍ
山下 弁二
中 1,500ｍ
小谷 勇気
5,000ｍ
井原 瑞貴
壮 5,000ｍ
豊田 年雄
10,000ｍ
宮崎 雄大
壮 10,000ｍ 辰己 義隆
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大阪商業大学
4×400ｍR
四天一族
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林 洋一郎
三段跳
田中 実
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梶木 康平
砲丸投
杉浦 亘
円盤投
中窪 泰隆
やり投
後藤 大希
女子の部
100ｍ
田中 泉
200ｍ
大川 友理
400ｍ
鵜久森 知里
1,500ｍ
興那嶺 恵理
5,000ｍ
市来 日好
壮 5,000ｍ
宮川 ゆかり
4×100ｍR
ＫＷＣ
走幅跳
田中 泉
円盤投
辻本 多恵子

11”25
12”49
12”13
22”69
26”96
52”91
1’58”54
4’17”1
4’40”0
4’37”39
16’12”8
17’17”97
34’45”90
33’48”4
43”52
3’37”61
6m41
12m81
1m90
12m24
33m83
45m53
12”66
29”08
1’01”64
5’27”1
24’21”78
21’11”04
54”44
4m88
23m53

最後の取り組みへ
１１月１日（日）２０ｋ・１０ｋロードレース大会は、１１５名の申し込みがありました。
大阪スポーツ祭典も残り１２月１３日（日）「小学生駅伝」、一般の「さよなら駅伝」、
「３０ｋロードレース」大会となりました。
これまでに８種目が終了し、４０７チーム、３，７６３人の参加者となっています。

大阪スポーツ祭典ヨットレース
草津ヨットクラブが優勝！
９月１３日（日）琵琶湖柳ヶ崎に於いて、スポーツ祭典ヨ
ットレースが開催されました。
天候にも恵まれ、第１レース、第２レースとも柳ヶ崎沖で行
われ、風にも恵まれゴール付近では各艇の競り合いがあり、大
変賑わった大会となりました。
参加艇は、１７艇でしたが、役員を含め５０人がレースを楽
しみました。
大会は知事賞は団体では草津ヨッ
トクラブ、個人は、宅島選手（草津ヨ
ットクラブ）が優勝し、準優勝にスポ
ーツ連盟所属のドミンゴセーリングクラブの金森選手が輝きました。
全国的にもヨットレースをしているのは、大阪だけで伝統ある大会
となっています。

全国理事会開かれる
１０月３日～４日、東京に於いて第２８期
第７回全国理事会が開催され、これには渡辺
紀雄府連理事長が出席しました。
会議では、来年３月の全国総会に向けての
組織拡大の取り組みや、第２８回全国祭典（２
０１０年関東ブロック主催）の取り組み状況、
０９人の国際交流活動、ひろば誌の普及キャ
ンペーンなどが討議されました。
また、第２９回全国定期総会を２０１０年
３月１３日（土）午後１時３０分～１４日（日）
午後４時までと決めて、それに向けての準備
などが確認されました。
大阪からの代議員数は５名に決まりました。

全国定期総会が２０１０
年３月１３日（土）～１４日
（日）に決まる！！大阪からの代
議員数は５名です

ウォーキング
関西ブロック会議が開かれる！

１０月１７日（土）１３時～大阪事務所
に於いて、ウォーキングの関西ブロック会議
が行われました。
滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山のウォー
キングクラブ代表と全国ウォーキングクラブ
から吉越事務局長が参加して、イギリスの歩
く権利についての話と各府県からウォーキン
グの取り組みについての報告がありました。
また、来年の全国ウォーキング交流会を関
西で受け持っていくことで、話し合われ、２
０１０年５月２２日（土）～２３日（日）の
２日間、奈良県明日香方面で実施することが
確認されました。

