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みんな好きやねん フェアプレー            

スポーツ きみが主人公！              

スポーツは平和とともに！                                

   

     

 

 

昨年は大変お世話になりました。 

年明けの１１日より、新春マラソン大会が開催され、

新しい年のスタートを切りました。新日本スポーツ連

盟は１１月１２日に創立５０周年を迎えます。 

今年も「スポーツ 絆と平和 フェアプレイ」「スポ

ーツきみが主人公」「スポーツは平和と共に」のスロー

ガンを高く揚げ、「国民のスポーツ権」を明記したスポ

ーツ基本法の実質的に機能させ、国民の多様なスポー

ツ要求を実現させるためにスポーツで元気、生きる力

が湧く活動を旺盛に進めようと決意を固めています。 

 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。。。。 
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１月１１日（日）第３１回大阪新春マ

ラソン大会は、堺市の大泉緑地公園（１

周３，０２８ｍ）で開催されました。

当日は、天候にも恵まれ、新年の走り

初めとしては絶好のコンディションで、

今回は２４都道府県から１，１４７名

の参加申し込みがありました。 

午前７時に役員７６人が集合して、設

営準備に精を出しての取り

組みとなりました。 

受付９時開始とあって、多数の参加者が駆けつけました。 

今回も小学４年生から８１歳の元気なお年寄りまでと幅広い参加となっています。 

今年で４回目となるランナーチップの導入によって、ゴールと同時に記録証が発行

され、完走した選手は記録証を手に喜びの笑顔が印象的でした。 

その後は、ホットオレンヂを受け取り、温かい飲み物を片手に顔がほころんでいま

した。大会終了後は、役員全員で会場のゴミ拾いをし、解散致しました。 
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１月１２日（祝）に恒例の大阪七福神巡りに「幸せと福ある１年であ

りますようにと祈念して」３０人が参加して各寺社を巡ってきました。 

午前１０時にＪＲ玉造駅に集合して、参加者がそれぞれ年始の挨拶を

交わしながら、１番目の「三光神社」－寿老神－（富貴長寿の御

利益）へと向かいました。お詣りをすませて、三光神社の広場で

三木 正弘(大阪ウォーキングクラブ会長)氏から年頭の挨拶があ

り、その後準備運動をしてスタートしました。 

準備運動をしていう間に１つのグループが到着してリーダー

が大阪城へ続いているトンネルについて説明をしていました。今

回も個人で朱印証を授かる人が２人いて、先回りをして朱印証を

受けるようにしました。 

２番目は「長久寺」－福禄寿－（延命長寿の御利益）。 

３番目は「法案寺」－弁財天－（智恵財宝の御利益）。ここは

中央区島之内町にあります。 

４番目は「大乗坊」－毘沙門天－（金銭融通の御利益）。浪速

区日本橋にあります。 

各寺社には、お詣りする人が何人も出入りしており、それも若

い人達でした。 

５番目は「大国主神社」－日出大国神－(福徳開運の御利益)に行く途中に八坂神社に立ち寄っ

て昼食休憩をとり、記念写真も撮りました。 

６番目は「今宮戎神社」－えびす大神－（商売繁昌

の御利益）ここでも、お詣りする人が後を立たず、“笹”

を買っている人もいました。 

７番目は、「四天王寺布袋堂」－布袋尊－（笑門来福

の御利益）ここは、天王寺区四天王寺の中にあります。 

一行は、はぐれることなく１３時３０分に到着し、

事前に（１/９）下見して「七福神の朱印証」を購入さ

れる人に渡され、無事に七福神巡りを終えました。 

 

 

新春年賀新春年賀新春年賀新春年賀    ありがとうございますありがとうございますありがとうございますありがとうございます    
今年も年賀のあいさつありがとうございます。 

次の団体、個人の方々からお寄せいただきましたので、ご報告させていただき

ます。 

 大阪労連、大商連（婦人部、青年部、共済会）、大阪教職員組合、新婦人府本

部、大阪保険医協会、新日本スポーツ連盟全国連盟、福岡県連盟、千葉県連盟、

京都府連盟、長野県連盟、兵庫県連盟、スポーツひろば、原水協大阪、

日本共産党スポーツ委員会、前進座京都、山と友の会、スポーツ＆ボランティア 

大阪、大阪ボランティアクラブ、ＮＰＯ法人ひなたぼっこ、入江宏、 

西村恵美子、的場正博、㈲レジェンド、㈱ニチレク、㈱ファインシステム、 

エー・ビー・シー開発、オクムラ㈱、㈲アクセスコーポレーション、 

㈲キタノ保険所、㈱キャリアトラスト、㈱ダイキチ、 

ディーエムソリューション㈱、ランネット 

 



年初めの府理事会開催する！ 

１月９日（金）第５回府理事会が開

催されました。この日は、年初めとあっ

て、１３名中１２名の出席で、スタート

を切りました。 

新しい年への各種目、理事としての抱負を述べてもらい、関戸理事（専従）関戸理事（専従）関戸理事（専従）関戸理事（専従）…………半年がたった、

仕事も教えてもらい、野球協、スキー協の事務など手伝っており、他の種目からの要望も受けて

いきたい。植山理事（サッカー協）植山理事（サッカー協）植山理事（サッカー協）植山理事（サッカー協）…………全国祭典、レベル高かった。今年も元気なサッカー協と

して加盟をネットで呼びかけている。１/１８フット ア セット大会を１６チームで女子、マス

ターズも実施する。平野理事（バド協）平野理事（バド協）平野理事（バド協）平野理事（バド協）…………体育館が取れていない。ひまわり（熊取）に期待し

たい。小東副理事長小東副理事長小東副理事長小東副理事長（（（（テニス協テニス協テニス協テニス協）…）…）…）…サンライズクラブを退いた。若手が頑張っている。新旧交

代で活性化していく。三木理事（ウォーキング）三木理事（ウォーキング）三木理事（ウォーキング）三木理事（ウォーキング）…………１０年たった。ホームページを何とかした

い。会員の拡大を目指す。全国ウォーク９/２６～２７、山古志(新潟県)で開催される。大阪か

らも参加していく。石垣理事（スキー協）石垣理事（スキー協）石垣理事（スキー協）石垣理事（スキー協）…………シーズンに入り、忙しくしている。上級を目指し

ている。７０歳以上で上級が出たと言われるよう頑張る。入江理事（卓球協）入江理事（卓球協）入江理事（卓球協）入江理事（卓球協）…………役員の年齢が

高い。若い移行を考えていきたい。年間２０～２４大会とレディース平日大会で頑張る。田辺理田辺理田辺理田辺理

事（バレー協事（バレー協事（バレー協事（バレー協）…）…）…）…バレーチーム減少している。何とか減らないようにしたい。北山氏（野球協）北山氏（野球協）北山氏（野球協）北山氏（野球協）

…………代理出席した。加盟チームを増やすためにオープン大会も実施し、そのチームに加盟を働きか

けている。フェイスブックからの宣伝も閲覧も広がってきている。置田理事（テニス協）置田理事（テニス協）置田理事（テニス協）置田理事（テニス協）…………今

年は団体リーグを増やさない。足元を固める取り組みをやっていく。中味の充実を図りたい。 

２０１６年全国テニス大会を大阪がやっていく。川野事務川野事務川野事務川野事務局長局長局長局長…………関戸君に今後任せていきたい。

夏の総会で事務局長を変わる。２０１６年の全国祭典も関戸君を中心にやってもらう。 

渡邉理事渡邉理事渡邉理事渡邉理事長…長…長…長…川野さんは府連盟の顧問として、頑張ってもらう。２０１６年の全国スポーツ

祭典すぐ準備に入りたい。 

 会議では「スポーツのひろば」誌、目標の５０部増に対して、現在２５部増の到達を各種目か

ら残数をどうやっていくかが発言されました。 

・クラブ行事の中で宣伝紙を配って見てもらい、広げたい（スキー） 

・クラブに訴えるのは大変、協会役員に普及したい（テニス） 

・全国スポ祭特集号を出してほしい（サッカー） 

・機関紙は無料配布にしてほしい（バドミントン） 

・今増やしている県と種目でもっと頑張ってもらう（バレー） 

などが出され、２月の評議員会に向けて各種目で手を打っていく事になりました。 

又、３月１４日（土）「第２回若手懇談会」に各種目から、リーダー養成の上からも若手を参

加させていこうと確認されました。 

★★★★    会場会場会場会場    京都府連盟事務所京都府連盟事務所京都府連盟事務所京都府連盟事務所    １４時～１７時１４時～１７時１４時～１７時１４時～１７時    懇親会懇親会懇親会懇親会    １８時～１８時～１８時～１８時～    ★★★★    

 １２月１４日（日）大阪スポーツ祭典の最後の種目「３０㎞ロードレース・

駅伝大会」が大阪長居マラソンコースにて開催されました。１２月の寒さの中、

３０㎞には２３５人、駅伝は４９チーム２４８人、合計４８３人が参加して行

われました。 

３０㎞は、９時３０分の号砲とともにスタートし、１周２，８１３ｍを１０

周と１，８７０ｍを走る工程となっています。 

今回から自動計測（チップ）を導入しての大会となり、ゴール前を通過する

選手には、ピッピッと交信がされていました。 

１１時１１分には、トップの後藤 駿弥選手（京都）が１時間４１分５８秒の

好タイムでゴールテープを切りました。 



順位 Ｎｏ

1 32 ⼤阪⻑居AC  0:44:19

2 30 大阪市中学生選抜  0:45:18

3 15 同志社ｸﾛｰﾊﾞｰ3  0:49:27

順位 Ｎｏ

1 72 ｳｫｰｷﾝｸﾞ部  1:14:56

2 71 ｸﾞﾙｺｻﾐﾝ  1:19:31

3 73 稲葉ｾﾞﾐ（⼥⼦）  1:26:37

　駅　伝　結　果

駅伝　男子駅伝　男子駅伝　男子駅伝　男子

チーム名

駅伝　女子駅伝　女子駅伝　女子駅伝　女子

チーム名

タイム

タイム

３０ｋｍ　一般男子 1

49 後藤　駿弥  1:41:58

2

55 岡久　広  1:44:42

3

2 石井　和樹  1:45:43

4

33 橋本　猛志  1:46:25

5

8 傳野　剛  1:47:12

6

22 上山　博也  1:48:25

３０ｋｍ　壮年男子 1

211 千代岡　克典  1:46:23

2

213 所谷　純  1:58:20

3

200 糸山　卓  1:58:56

4

180 桝本　学  1:59:49

5

141 荒木　秀介  2:02:53

6

202 宮田　安啓  2:04:48

３０ｋｍ　一般女子 1

303 岸本　由佳  2:03:32

2

307 高橋　佑子  2:07:39

3

304 尾白　真奈  2:10:34

4

305 佐伯　莉穂  2:12:57

5

306 北川　真由佳  2:13:03

6

301 野中　真由美  2:48:31

３０ｋｍ　壮年女子 1

410 武田　有加  2:05:55

2

414 福本　かおり  2:19:23

3

417 山本　広美  2:25:00

4

407 桑谷　奈緒美  2:25:15

5

423

はらだ　ともこ

 2:30:55

6

426 牧　美輝  2:31:16

出場選手入賞者一覧出場選手入賞者一覧出場選手入賞者一覧出場選手入賞者一覧

種　目　名 順位 Ｎｏ. 氏　　名 タイム

ゴールと同時に記録証が交付され、ゴールした選手からも記録がすぐわか

ると好評を得ていました。 

壮年男子の１位は、千代岡 克典選手（藤井寺市）が１時間４６分２３秒で

ゴールし、その後続々と選手がゴールしていきました。 

←１～６位の入賞者は次の通りです。 

 

 

大阪駅伝大会は、１３時１５分にスタートし、４９チームが

元気に駈け出して行きました。 

 今年から駅伝大会は、１チーム２人から５人が１組で１周 

２，８１３ｍを５周するレースに変わり、これまでより２９チーム多い参加となりました。 

 レースは、「大阪長居ＡＣ」チーム、「大阪市中学生選抜」チ

ーム、「同志社クローバー３」チームがトップ争いをしながら

のレース運びとなり、最終的に「大阪長居ＡＣ」チームが４４

分１９秒で優勝を飾りました。 

準優勝の「大阪市中学生選抜」チームもトロフィー、メダル

と副賞を受け取り、喜びの笑顔を見せていました。 

 女子の優勝は、「ウォーキング部」チームが１時間１４分５

６秒でした。成績は次の通りです。→ 

 

今年から名称も「スノー祭典」と変えての取り組みとなっている行事、

現在受付中ですが、参加を強めています。志賀高原という広大なゲレ

ンデ、講習やポール体験、ビデオクリニックや交流会、抽選会も計画

しています。 

仲間を誘って参加をお待ちしています。 

 日日日日    程：程：程：程：２０１５２０１５２０１５２０１５年年年年２２２２月月月月１２１２１２１２日日日日((((木木木木))))出発出発出発出発～～～～１５１５１５１５日日日日((((日日日日))))帰阪帰阪帰阪帰阪    
≪宿≪宿≪宿≪宿    舎≫舎≫舎≫舎≫ ホテル 山 楽 TEL：（0269）34-2217  

≪行事プラン≫≪行事プラン≫≪行事プラン≫≪行事プラン≫ （Ａ・Ｂどちらのプランも、集合場所と帰阪場所は同じです）  

☆Ａプラン：往復昼便、集合場所【 森ノ宮 】スポ連事務所前 出発：午後1時  

☆Ｂプラン：往路夜行便・復路昼行便、集合場所 【 森ノ宮 】スポ連事務所前出発：午後9時  

≪参加費≫≪参加費≫≪参加費≫≪参加費≫        

★Ａプラン：一般：43,000円 スキー協会員：41,000円 小学生以下35,000円  募集:40名 

★Ｂプラン：一般：38,000円 スキー協会員：36,000円 小学生以下30,000円  募集:40名 
※但し、Ａプランの最少催行人員が30名に満たない場合はＢプランとなりますのでご了承下さい。 


