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大崎トリプル（宮城県）が初優勝！
第４３回全国軟式野球大会は、１１月
１４日（土）～１５日（日）の２日間、
大阪市舞洲ベースボールスタジアム、单
港中央野球場、久宝寺野球場、山本球場
の４カ所で開催されました。
前日からの雨で、開会が心配されてい
ましたが、午前９時ごろには小止みにな
り、開会式はスタジアム前で実施され、
北は北海道から、单は九州の１６チーム
の代表がブラスバン
ドの演奏の中で開催
されました。
各チームのプラカ
ード持ちは、大阪ゴー
ルデンファイヤー（東
住吉区）尐年野球チー
ムの選手達とブラス
バンドも八尾市立龍
華中学吹奏楽部の協力がありました。
峯 文夫事務局長が大会の開会宣言を高らかに告げて、主催者を代表
して脇村 元夫理事長が各チームの健闘を称えました。
来賓として、八尾市長 田中
誠太さんの挨拶、スポーツ連盟大
阪府連盟 川野 弘之事務局長の
紹介、大阪野球協 鈴木 保理事
長の歓迎の挨拶があり、北海道チ
ームの盛合 勝主将の選手宣誓で、
各チームは４球場へと移動していきました。
舞洲スタジアムもグランドコンディションを整えられるのに役員、スタッフが協力し、午前１
１時にプレイボールが宣告されました。
第１試合、旭川コンバット（北海道）VS 野々瀬プランニング（徳島）の両チームとも初出場

対決となりました。電光掲示板にアナウ
ンサー娘のコールとともに選手達の名前
が点灯し、さすがに全国大会だなと感心
していました。
今大会は初出場９チームでそのうち３
チームがベスト４に残る活躍ぶりでした。
大阪から主管地代表のなにわヤンキー
スは、準決勝で大崎トリプルクラウンに
４対２で敗れ、決勝進出はなりませんで
した。
決勝戦は、大崎トリプル（宮城）とレ
アルスターズ（和歌山）となりましたが、
５対０で大崎トリプルが初優勝の栄冠に
輝きました。
今大会は、大阪野球協議会が主管し、グランド、ホテル、プログラム、大会運営などで、加盟
チームの協力を受けて、成功させました。

野球協のみなさん、大変ご苦労様でした。
大阪スポーツ祭典

２０ｋ、１０ｋロードレース大会終る！
１１月１日
（日）長居公園
長距離走路に於
いて、２０ｋ１
０ｋロードレー
ス大会が開催さ
れました。
遠くは東京か
らの参加者もあ
り、１２１名の参加で午前１０時に一斉にス
タートとなりました。
１周２，８１３ｍのこの大会コースは、２
０ｋは７周プラス３０９ｍ、１０ｋは３周プ
ラス１，５６１
ｍとなっていま
す。
この日は、天
気予報では昼か
らが雨となって
おり、午前中な
んとかもってほしいと願っていましたが、１
２時くらいからポツリポツリ降り出し、２０
ｋの最終ランナー２時間２分１秒がゴールし

たころから、雨が降り出しましたが、なんと
か大会は無事に終えることができました。

各クラスの優勝者は、次の通りです。
１０ｋ
一般男子 優勝 中野
瑛
36’44”
壮年男子 〃
筒井 勝治
38’04”
一般女子 〃
山本 実加
38’05”
壮年女子 〃
杉本 靖子
42’20”
２０ｋ
一般男子 〃
古田 應利
1°14’17”
壮年男子 〃
山田 和信
1°15’48”
一般女子 〃
水谷 文絵里 2°01’50”

平城京跡、秋篠寺、奈良の歴史の道を歩く！
１１月１５日（日）大阪ウ
ォーキングクラブの１１月
例会はこれまで最高の６０
人が参加して、秋の奈良を歩
きました。
近鉄奈良
線新大宮駅
前に６０名
が集まり、
加藤 勲さ
んによるス
トレッチで体をほぐして、１０時１５分には
スタートです。天気は尐し寒さを感じる気候
の中、平城京跡を目指して歩きました。
参加者の
中には「道
で野菜など

１２０万平方
メートルの広々
とした野原とし
て、保たれ今遷
都１，３００年
祭を来年に控え、
大極殿ももう尐しで完成する所でした。
発掘調査も広大な面積で調査を終えたのは
３割で全部終わるにはまだ、１００年はかか

売ってない
かな」と期
待する声が
出ていましたが、今回のコースにはありませ
んでした。
航空自衛隊の幹部候補生施設があり、
「奈良
にこんなところがあるのか」と驚きの声が上
がっていました。昼前に平城京跡に到着し、
早めの昼食となりました。

ると言われています。
その後「秋篠寺」へと向かい、入口へ入る
庭園は「苔庭」でそれは見事な「苔」でした。
秋篠寺は、伎芸天像が秋篠宮の妃殿下「紀
子さま」の横顔が似ていると評判が起こり、
多くの人が伎芸天を拝観すべく秋
篠寺に訪れたと言われています。
その後、西大寺へと向かいここで
最後のストレッチをして、行事は無

しかし、原っぱの中とあって、風が冷たく
「暖寒でもいるなぁ～」と声が出るほどでし
た。

事に終わりました。
１２月２０日（日）は、「单飛鳥
を歩く」です。

種目代表者会議開く！
１１月１３日（金）府連盟会議室に於いて、２００９年種目代表者会議が開催されました。
８種目１８人の出席で冒頭、渡辺 紀雄府理事長より、１０月３～４日に開かれた全国理事
会の報告が行われ、岩手県連盟の結成、そしてシンポジウムに開催、徳島県のミックスバレー、
８０チームの組織化と全国組織の立ち上げ準備、ウォーキングでは岩手、青森などでのクラブづ

くり、卓球の出前大会による組織化などが上げられ、組織拡大での前進があるが、全国的には総
会で掲げた目標には、まだ至っていないなどがあげられ、来年の全国総会に向けて各種目と各県
での奮闘が求められていることなど報告がありました。
また、国際活動では、ＦＳＧＴサッカー仏代表との交流試合や各地での歓迎行事、大阪サッカ
ー協の取り組みでは植山サッカー協会長から、夜の交流やフットアセットのパンフの紹介などが
行われました。
その後、川野 弘之事務局長より大阪での取り組みについて報告があり、大阪スポーツ祭典４
０７チーム３，７６３人、あと小学生駅伝、さよなら駅伝、３０ｋロードレース、を残すのみと
なったこと、また、組織拡大ではウォーキングクラブ会員５０人、テニス協のリーグ戦で、もう
来年のリーグ加盟の新規希望が寄せられていること。バレー協の６クラブ増などが上げられまし
た。
また、この間の財政検討委員会（９/４、１１/９２回開催）の途中経過も報告され、全国競技
大会の取り組みでは、野球が１１／１４～１５、サッカー１１／１、１１／２２と大阪が主管し
て取り組んでいることが報告されました。
ウォーキングでは１２／５（土）に関西ブロックとして「京都五山の送り火」が計画されてい
ることが出されました。
討論では、スキー協の代表から「現報告ではチームプレイと個人プレイの差があり、チームプ
レイも全員連盟員としての権利がある」と発言され、サッカー、バレーの代表からも現状の発言
がありました。連盟費については、引き続き財政検討委員会が討議を重ねて、次期総会に一定の
方向性が報告できるようにしたいと発言がありました。
また、スポーツの条件整備の問題では、指定管理者制度による施設使用での不公平などについ
て意見が求められ、大阪市青年センター会議室が減らされる方向と値上げの方向があると発言が
あり、森ノ宮近辺での会議室の調整を府連盟事務局がして、また知らせていくこととなりました。
会議では、サッカー協から若い代表も参加しており、スポーツ連盟の全国の動きと大阪の動き
を知ってもらう機会となりました。
１１月・１２月のスケジュール
11/20 大阪労山との懇談会 大阪労山事務所
小学生駅伝、さよなら駅伝、30k ﾛｰﾄﾞ 締切日
21 全国ｳｫｰｷﾝｸﾞ下見会 奈良飛鳥
21～22 全国ﾃﾆｽ大会 福岡
全国卓球大会 岩手
全国ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ大会 埼玉・東京
22～23 ﾜｲﾜｲﾃﾆｽﾂｱｰ 和歌山橋本
22 第 18 回全国ｻｯｶｰ西日本大会 舞洲
野球秋季大会決勝 桜ﾉ宮
〃 特別大会
〃
北大阪ｽｷｰｸﾗﾌﾞ 40 周年金ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ
大阪ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ H
29 第 3 回後期大阪ﾘｰｸﾞ卓球大会 金岡
12/3 快走ｸﾗﾌﾞ忘年会 府連事務所
5 五山送り火「妙法」ｳｫｰｷﾝｸﾞ 京都
5～6 ｽｷｰ協全国研修会 志賀熊の湯

6

泉北ﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 25 周年ﾚｾﾌﾟｼｮﾝ
ﾎﾃﾙﾘﾊﾞﾃｨﾌﾟﾗｻﾞ
第 18 回全国ｻｯｶｰﾌｧｲﾅﾙ大会 神戸
第 8 回羽曳野ﾒﾝﾊﾞｰｽﾞ卓球大会
第 3 回年齢別ｵｰﾌﾟﾝｼﾝｸﾞﾙｽﾃﾆｽ大会 靭
11 12 月府理事会 府連事務所
13 大阪ｽﾎﾟ祭小学生駅伝 長居
〃さよなら駅伝・30k ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ
ﾖｯﾄｸﾗﾌﾞﾌｨﾆｯｼｭﾊﾟｰﾃｨ 琵琶湖
18～20 ｽｷｰ協関西 B 初滑り・
指導員養成・研修会 志賀高原
20 第 59 回大阪ｳｫｰｷﾝｸﾞ 单飛鳥
新春ﾏﾗｿﾝﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ送り 府連事務所
第 17 回堺ｵｰﾌﾟﾝ卓球大会 美原
26～30 冬休み子どもｽｷｰ教室
赤倉
27 ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ混合団体戦
大阪市中央体育館

