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昨年昨年昨年昨年はははは大変大変大変大変おおおお世話世話世話世話になりましたになりましたになりましたになりました。。。。    

    年明年明年明年明けのけのけのけの６６６６日日日日よりよりよりより、、、、新春新春新春新春マラソンマラソンマラソンマラソン大会大会大会大会にににに 1,4701,4701,4701,470 人人人人のランナーとのランナーとのランナーとのランナーと新新新新しししし

いいいい年年年年のスタートをのスタートをのスタートをのスタートを切切切切りますりますりますります。。。。今年今年今年今年もももも「「「「深深深深めようめようめようめよう絆絆絆絆！！！！スポーツはスポーツはスポーツはスポーツは生生生生きるきるきるきる

力力力力」「」「」「」「スポーツきみがスポーツきみがスポーツきみがスポーツきみが主人公主人公主人公主人公」「」「」「」「スポーツはスポーツはスポーツはスポーツは平和平和平和平和とととと共共共共にににに」」」」のスローガンのスローガンのスローガンのスローガン

をををを高高高高くくくく揚揚揚揚げげげげ、「、「、「、「国民国民国民国民のスポーツのスポーツのスポーツのスポーツ権権権権」」」」をををを明記明記明記明記したスポーツしたスポーツしたスポーツしたスポーツ基本法基本法基本法基本法のののの実質実質実質実質的的的的

にににに機能機能機能機能させさせさせさせ、、、、国民国民国民国民のののの多様多様多様多様なスポーツなスポーツなスポーツなスポーツ要求要求要求要求をををを実現実現実現実現させるためにスポーツさせるためにスポーツさせるためにスポーツさせるためにスポーツ

でででで元気元気元気元気、、、、生生生生きるきるきるきる力力力力がががが湧湧湧湧くくくく活動活動活動活動をををを旺盛旺盛旺盛旺盛にににに進進進進めようとめようとめようとめようと決意決意決意決意をををを固固固固めていますめていますめていますめています。。。。    

                今年今年今年今年もどうぞよろしくおもどうぞよろしくおもどうぞよろしくおもどうぞよろしくお願願願願いいいい致致致致しますしますしますします。。。。    

    ２０１３２０１３２０１３２０１３年年年年    元旦元旦元旦元旦        

                        新日本新日本新日本新日本スポーツスポーツスポーツスポーツ連盟大阪府連盟連盟大阪府連盟連盟大阪府連盟連盟大阪府連盟    

    

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
新しい年のスタートを新春マラソンの 1,470 人の参加者と祝います。 

 スポーツ連盟のマラソン大会への期待が強く、2 月フル・リレーマラソ

ン（130 ﾁｰﾑ、910 人）、3 月フルマラソン（653 人）、同じ日のハーフマラ

ソン（482 人）と〆切日前に定員超えとなる人気ぶりとなっています。ス

ポーツ連盟のマラソン大会の運営する関係者もボランティアの協力も広

がり、心強い限りです。 

 2013 年の幸先良いスタートに乗って、大阪府連盟のすべての種目が前

へと向かって走り出せるように願っています。 

 大阪市の「市税改革プラン」でのスポーツ施設の民間への丸投げを止め

させる取り組みや「スポーツ基本法」の実質的に 

機能させる取り組みを、多くのスポーツ関係者 

と協力して推し進めたいと考えています。 

 今年もどうぞよろしくお願い致します。 

府連盟理事長  渡邉 紀雄 

府連盟事務局長 川野 弘之 

新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 

 2013 年、大阪テニス協会の行事は 1 月 6 日の靱テニスセンターで開催す

る年間団体リーグ戦から始まります。この団体戦は、2008 年 4 月に 1 リー

グから発足して、毎回 200 人以上が集う大きな大会になりました。2012

年も 4 月から新しいチームを迎えて 6 リーグになり、益々賑やかになりま

した。年間団体リーグ戦は、老若男女が集える楽しい大会なのでできるだ

け多くの協会員の方々に参加してもらい、大きな出会いの場になって欲し

いと願っています。 

 協会員外の方との出会いも白馬キャンプ・オープン大会・スポ祭と多々

ありますが、年間 5 回開催します初級者大会は、キャンセル待ちが出るほ

どの人気大会になっていて、オープン参加の方が大会参加費の 

安くなる連盟加盟に変更されるケースもあります。 

今後が楽しみです。 

 今年も皆さんとの出会いを大切に前に前にと進んで 

いけたらと願っています。 

大阪テニス協会  志賀 万喜子 

新年あけましておめでとうございます…と

書いてはおりますが、この原稿の締め切りは

2012 年末でした。例の衆議院選が済むまで

この先が書けず慌ててまとめました。前政権

に国民が厳しい判断を下した形ではありま

すが、その結果が以前の問題だらけの政権の

再登場となり、今回の選挙の結果を外国の人

達はどのように評価しているのか大いに気

になるところです。 

 さて、我々のバレー協に目を向けますと先

年から気になっておりましたが、2012 年は

登録チーム数の減少がより目立ちました。女

子の減少が厳しいのですが、男子も安心はで

きません。長年の不景気や社会の不安定など

の要素に加えて、学校の部活でバレー部の減

少なども大きな要因と考えられ、他の連盟も

同様の傾向が見られますので深刻な段階と

も言えます。 

 当連盟の場合、登録もチーム単位ですし、

費用も長年据え置いて各チームの負担を出

来るだけ軽減するように努力しているつも

りなのですが…。 

 チームの事情も様々だとは思いますが、

我々役員も努力を続けます 

のでチームの皆さんも登録 

数の増加に協力してもらえる 

ように願っています。 

バレーボール協会   

田辺 憲 

 



２０１２年を振り返り想う事！ 
   

  

2012 年を振り返ると 1111 月月月月新春マラソン大会は、

1,603 人で初めてチップ（自動計測）を取り入れ

てのレースでした。ゴールと同時に記録証が出

て、参加者から大好評でした。恒例の七福神巡

りも 22 名で大阪ウォーキングクラブの年頭行事となり、これも大好評でした。 

 2222 月月月月フル・リレーマラソン大会は、募集を 150 チームに制限しての開催となり、

それでも 172 チーム参加で人気が高いです。優勝は「急 RUN 先鋒～

10thanniveasary～」が 2 時間 31 分 14 秒でした。大阪スキー協の第 34 回スキー

祭典は、62 名の参加で、ポール体験などして楽しい取り組みとなりました。 

 3333 月月月月フルマラソン、ハーフマラソンは雨の大会とな

りましたが、マラソンブームに乗って 866 人の申込

でした。東京で第 30 回全国連盟定期総会があり、大阪から 7 名の

代議員が参加して総会成功に貢献しました。 

 恒例の 4444 月月月月「春の花見で種目交流」は、花冷えの大阪城公園に 7

種目 16 人が集まって楽しい交流会となりました。春季陸上記録会は雨開催となり、400 人が記

録に挑戦していました。 

 各種目組織も定例の定期総会を開催し、5 月 27 日にサッカー協、6

月 10 日テニス協、7 月 1 日にスキー協が新しい役員と方針を確認し

ていました。 

 7777 月月月月 1 日反核平和マラソン大会も雨の中で開催となり、府下 10 コ

ースから 200 人が「核兵器なくせ」「原発ゼロ」を訴えて走りました。府連盟の第 46 回定期総

会は、7 月 8 日に靱テニスセンター会議室で開催し、全国祭典開催の野球

大会など、協力していく事を確認されました。新しい出来事は、府連盟事

務所の机が新品で購入して、すっきりした事務所

に来訪した方から「えらい綺麗になったね」の感

想が寄せられていました。 

 8888 月月月月には、フランス代表団が大阪に来訪し、ラ

ンニング関係者などの協力で府連盟事務所 5 階大会議室にて歓迎交流会

をし、“ボンジュール”“オーシャンゼリーゼ”を唄い、賑わいました。 

 9999 月月月月～大阪スポーツ祭典も 49 年目を迎えて『3,710 人の参加で』全国大会へ

代表を送りました。 

 10101010 月月月月秋の全国スポーツ祭典ウォーキングで「天空のまち 高野山」に決まり、

和歌山など関西ブロックウォーキング協議会が協力し、4 月に下見などの準備を

して、200 人の参加で大成功となりました。 

 11111111 月月月月の西日本スポーツセミナーｉｎしがに大阪か

ら11名が参加して関西の各県連盟と交流を深めまし

た。また、秋の種目代表者会議は、「原発ゼロ」

の学習会として開催し、6 種目 14 人の参加で原

発事故の恐ろしさなどを学びました。 

 2012 年は、全国スポーツ祭典の年で大阪では軟式野

球を開催し、野球関係者の奮闘で見事に成功させました。優勝したのは、戦

国（大阪）チームで 600 チームの頂点になりました。 

 

 

 



Ｎｏ チーム名 第１走者 第２走者 第３走者

第４走者

1111 1 星翔高校女子駅伝部 荒木　佑梨子 山田　郁香 長尾　麗

羽原　実優

2222 2 権瓶　千鶴 桶田　渚 安藤　香奈実

長野　しのぶ

順位順位順位順位 Ｎｏ チーム名 第１走者 第２走者 第３走者 時 分 秒

1111 26 神大ﾏﾗ同A 網野　多佳美 中井　豪 前野　英生 29 57

2222 22 星翔高校ｸﾗﾌﾞ 東　美月 小路　瑛 野尻　育男 31 48

3333 21 王子ｻﾌﾞﾄﾗｯｸ愛好会 櫻井　由美子 櫻井　洋一 谷野　浩司 34 03

順位順位順位順位 Ｎｏ チーム名 第１走者 第２走者 第３走者

第４走者 第５走者 第６走者

1111 51 ｻｲﾊﾞﾊﾞ 新井　博文 浅井　猛 久野　悠樹

田茂井　政 前田　義人 芝田　建二

2222 55 同志社ｸﾛｰﾊﾞｰ 矢野　翔平 真壁　遼 飯田　勇祈

竹村　崇 樋口　祐樹 伊藤　一樹

3333 59 神大ﾏﾗ同C 清水　聖斗 唐木　拓己 松尾　寛

野崎　誠也 大林　克成 今西　健人

1 06 57

59 32

1 00 03

駅伝　Ｃ駅伝　Ｃ駅伝　Ｃ駅伝　Ｃ
記　録

時 分 秒

駅伝　Ｂ駅伝　Ｂ駅伝　Ｂ駅伝　Ｂ
記　録

44 09

KAWANISHI☆流星群

☆～STARS～

55 26

　駅　伝　結　果

駅伝　Ａ駅伝　Ａ駅伝　Ａ駅伝　Ａ
記　録

順位順位順位順位 時 分 秒

３０ｋｍ　一般男子 1 25 平池　宏至 1 47 03 尼崎市

2 58 石井　和樹 1 47 55 泉南市

3 31 田中　好古 1 51 54 和歌山県

３０ｋｍ　壮年男子 1 130 山田　和信 1 52 37 東大阪市

2 167 入江　正彦 1 57 36 神戸市

3 150 高橋　文浩 1 59 19 愛知県

３０ｋｍ　一般女子 1 281 岸本　千愛 2 22 35 貝塚市

2 282 伊藤　昌子 3 00 43 長野県

3 284 原中　小百合 3 17 21 大阪市

３０ｋｍ　壮年女子 1 309 武田　有加 2 08 48 泉南市

2 313 植条　広子 2 13 30 三重県

3 305 池山　尚子 2 26 55 和泉市

Ｎｏ. 氏　　名 時 分 秒 出身地

30kmロードレース結果30kmロードレース結果30kmロードレース結果30kmロードレース結果

種　目　名 順位

順位順位順位順位 Ｎｏ チーム名 第１走者 第２走者 第３走者 第４走者 分 秒

1111 3 田井ﾚｯﾄﾞﾌｧｲｱｰｽﾞA 瀬戸口　翔 高橋　克実 松山　由輝 石川　大晟

学年 ６年 ６年 ６年 ６年

2222 6 玉島白川ｷｭｱﾋﾟｰｽ 満井　悠斗 前原　直幸 奥村　日向 櫛山　流星

学年 ６年 ６年 ６年 ６年

3333 4 田井ﾚｯﾄﾞﾌｧｲｱｰｽﾞB 古平　駿 戸浦　幹二 西川　和希 原田　拓真

学年 ５年 ６年 ６年 ６年

順位順位順位順位 Ｎｏ チーム名 第１走者 第２走者 第３走者 第４走者 分 秒

1111 34 玉島白川ｷｭｱ 木下　茜 黒山　恵 松城　文菜 兵後　里奈

ﾋﾞｭｰﾃｨｰ
学年 ６年 ６年 ６年 ５年

2222 31 JRCみはらB 佐藤　安彩 冨田　ひかる 堂本　鈴華 井内　来夢

学年 ５年 ６年 ５年 ５年

3333 32 陸王ｸﾗﾌﾞC 矢川　葉奈 荒木　彩波 松田　愛梨 相川　七海

学年 ６年 ５年 ５年 ５年

順位順位順位順位 Ｎｏ チーム名 第１走者 第２走者 第３走者 第４走者 分 秒

1111 52 陸王ｸﾗﾌﾞA 渡辺　美黎亜 北村　直裕 松元　未夢 富岡　紋人

学年 ６年 ６年 ５年 ５年

2222 54 玉島白川ｷｭｱﾊｯﾋﾟｰ 山田　真由 上村　尚陽 田辺　成美 中司　悠真

学年 ６年 ６年 ６年 ５年

3333 53 陸王ｸﾗﾌﾞB 本田　優衣 前田　晃宏 畑中　彩 辻川　一輝

学年 ５年 ５年 ４年 ５年

22 31

23 46

混合の部混合の部混合の部混合の部
記　録

22 23

21 34

22 43

25 39

女子の部女子の部女子の部女子の部
記　録

21 20

＊小学生駅伝大会　　結果一覧＊

男子の部男子の部男子の部男子の部
記　録

20 02

20 35

  

 
 １２月９日（日）冬の寒波到来の中、

気温も低く雪交じりの中のレースとな

りました。 

 ３０㎞ロードレースは、９時３０分に

スタートし、当日参加９人含む１７１人

が走りました。天候の関係か５９人の棄

権者があり、少し残念でした。 

 レースは終始トップを走った平池 宏

至選手（尼崎市）が２位の石井 和樹選手（泉南市）を５２秒引き離して優勝を飾

りました。優勝ランナーには、大会本部より優勝バスタオルがかけられ、栄冠を祝

福していました。 

 この日は、１２時から「第５回小

学生駅伝大会」も開催され、１８チ

ーム７２人の豆選手が頭にハチマ

キをして、チームの勝利に向かって

力走していました。 

 小学生駅伝大会は、ご父兄の方にも協力をお願いして、

１周２，８１３ｍのコースの監察を受け持っていただい

ています。 

 選手は、

４人１組

で周回コースを２周する駅伝で、男子、女子、混合の３部

門があり、毎年クラブの年間行事に組み入れて常連チーム

が名を連ねています。 

 男子の部は、田井レッドファイアーズＡチームが２０分

０２秒で初優勝を飾り、混合の部は、常連の陸王クラブＡ

チームが２２分２３秒で優勝しました。 

 女子の部は、玉島白川キュアビューティーチームが２１

秒３４秒で優勝し、各組３位までメダルが渡されていまし

た。 

 一般駅伝大

会は、１３時１５分にスタートし２３チーム８４人が力走し、

各チームから声援が送られていました。駅伝大会Ａ組は女子

４人チーム、Ｂ組は第１走が女子の３人チーム、Ｃ組は男子

６人のチームで争われます。 

 ランナーがタスキの中継所に来ても

次のランナーが待っていないというハ

プニングもありましたが、各チームが

力走の選手にごくろうさんのエールを

送っていました。 

 レースは、Ａ組は星翔高校女子駅伝

部が４４分０９秒で優勝し、Ｂ組は神大

マラ同好会Ａチームが２９秒５７秒で優勝を飾りました。Ｃ組はサイババチームが

５９分３２秒で同志社クローバーチームを１分引き離して優勝を飾りました。 

 ３位までに入賞したチームには、トロフィーとメダルと副賞が渡されました。 

 この日の寒い中を大阪ランニングセンター加盟メンバー、ウォーキングクラブ、

スポーツ☆ボランティア５２人の協力で、大会を無事成功させることになり、大変

喜んでいます。 



 

 １６日（日）京都蹴上駅

に２３名が集まって今年

の最後のウォーキングを

楽しみました。 

 地下鉄蹴上駅からトン

ネルをくぐり坂道を歩くとインクライン、疏水を歩き、南

禅寺へと向かいました。さすがに京都ですね。観光客がお

おく、奥の山に来年のＮＨＫ大河ドラマに決まっている女

性のお墓があり、それを見に山登りをしました。その後下りて来て昼食、哲学の道を歩いて、銀閣寺へ

向かいさすがに人手が多く、人力車の兄ちゃん達もおり賑わっていました。 

 銀閣寺を見学して、平安神宮へと向かい、お正月には賑わうであろう神社を遠く見て大鳥居を抜けて

京阪四条駅でストレッチをして終わりました。 

 来年の七福神巡り１月１３日（日）にまた会いましょうと言って解散しました。 

 １１月２５日（日）の第２回大阪マラソン大会

３万人ランナーの大会スタッフとして、大阪ウォ

ーキングクラブの１０名がボランティアに行っ

てきました。 

 受け持ち場所は、真田山公園の近く午前７時３

０分に集合し、コーンやテープ貼りをして、沿道

の人達がコースに入らないようにしました。しか

し、３万人という数はものすごい人ですね。なか

なか最後尾が見えません。トップランナーが過ぎてから１時間ぐらいしてからやっと最後尾の選

手とバスが来ました。１０時過ぎにコース解除になり、お役御免となりました。大変良い経験と

なりました。 

 
 ２０１３年１月６日（日）に開催される「第２９回大阪新春マラソン大

会」に１，４７０人の申し込みがあり、大変喜んでいます。 ハーフが一

番多く-７５８人、１０㎞-４４１人、５㎞-１５５人、３㎞-２８人、２㎞-

８０人となっています。 北は北海道から南は沖縄県の３０都道府県から

の参加で、初めて沖縄県からの参加がありました。 

 大阪府連盟と大阪ランニングセンターの役員では、打ち合わせを充分して参加者に喜んでもらえる大

会にしようと準備しています。 

 

３月３日（日）長居公園で開催される「「「「第３５回第３５回第３５回第３５回大阪大阪大阪大阪４２．１９５４２．１９５４２．１９５４２．１９５

㎞㎞㎞㎞フルマラソン大会」フルマラソン大会」フルマラソン大会」フルマラソン大会」は、すでに５００名の定員を超える参加申し込

みが寄せられています。今回のレースから自動計測を導入して開催し

ますので、定員オーバーで大変うれしい悲鳴を上げています。 

 同じ日に開催します「「「「第６回第６回第６回第６回大阪ハーフマラソン大会」大阪ハーフマラソン大会」大阪ハーフマラソン大会」大阪ハーフマラソン大会」も５００人

定員に対して４８２人の応募となっており、こちらも例年を上回る参

加で喜んでいます。この大会も自動計測を導入する大会として案内し

ています。 


