
スポーツ愛好者から期待される連盟づくりスポーツ愛好者から期待される連盟づくりスポーツ愛好者から期待される連盟づくりスポーツ愛好者から期待される連盟づくり    

 ２０１４年１月５日(日)の大阪新春マラソン大

会は、これまで最高の１，６５７人の参加で幕開け

します。 

 今年も「スポーツ君が主人公」「スポーツは平和

とともに」をモットーにした連盟 

活動を進め、多くのスポーツ愛好 

者の期待される連盟づくりへと 

邁進して行きます。 

事務局長  川野 弘之 

毎年、府連盟と兵庫県連盟で交互に“子供のために” 

をモットーに「関西ブロック少年少女剣道大会」を 

開催しております。数団体、数十名から始まったこの 

大会も、昨年の３３回（大阪）は２９団体４００名 

近くの参加になってきました。 

早速、３４回(兵庫)が２月１５日、３５回（大阪） 

来年３月に予定されています。今年は大阪からの参加が 

もっと増えることを願っております。       連絡先）072-125-3263   

駒走 貞人 
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スポーツ きみが主人公！             〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央 1-16-15 

スポーツは平和とともに！                               三双ビル 2 階 
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昨年は大変お世話になりました。 

 年明けの五日より、新春マラソン大会に３０都

府県から１，６５７人のランナーと新しい年のス

タートを切ります。今年も「深めよう絆！スポー

ツは生きる力」「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。 

    今年もどうぞよろしくお願い致します。今年もどうぞよろしくお願い致します。今年もどうぞよろしくお願い致します。今年もどうぞよろしくお願い致します。  

  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    

理事長理事長理事長理事長        渡邉渡邉渡邉渡邉    紀雄紀雄紀雄紀雄    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝財政部財政部財政部財政部＝＝＝＝    

２～３万人が走る大阪、神戸、奈良、

京都マラソンに対する関心は高く参

加希望者は定員の４～５倍にも達し

ています。大阪府連も規模は小さいで

すが、春秋の陸上競技やマラソン、 

１０～３０㎞レース、駅伝等の大会を

主催して府連財政を支えていますが、

そのサービス水準はかなり低いよう

に思われます。 

２０１４年には、高い 

サービス水準を目標に 

掲げ、参加してくれる 

ランナーにとって魅力 

ある大会にしたいもの 

です。  

財政部長  加山 勝久 



＝サッカー協議会＝＝サッカー協議会＝＝サッカー協議会＝＝サッカー協議会＝    

ワールドカップｙｅａｒです。 

サッカーをやっている者に関わらず、おそらくオリンピックと同等、 

いやそれ以上に盛り上がるスポーツイベントになるはずです。 

ワールドカップに出場する事自体が夢のようだった時代。今回で 

連続５回目の出場となる我がｂｌｕｅ‘ｓ＝日本代表。もうエエ加減、「参加することに意

義がある」なんて甘っちょろい気持ちは捨てて、まじで「優勝」を狙って欲しいと思う今日

この頃…、地球の裏側ブラジルで６月１２日から始まる。日本代表戦のみならず、どの試合

もまた素晴らしいドラマを演じてくれるのを寝不足で目をこすりながら観戦するのを楽しみ

にしています！              大阪府サッカー協議会  植山 良和 

２０１４年の挨拶２０１４年の挨拶２０１４年の挨拶２０１４年の挨拶    

２０１４年のウォーキングは、恒例となっている 

１月１２日「大阪七福神めぐり」で始まります。 

４月には、「第１回海外ウォーク、済州オルレを歩

こう」にも参加します。今年も色々なウォークに参

加し、また、今年も大阪マラソンにボランチィアと

して参加するつもりです。大阪スポーツ連盟の行事

にも積極的に参画し他のスポーツとの交流も深め、 

より楽しいウォーキングクラブ 

になりたいと思います。 

大阪ウォーキングクラブ  

会長 三木 正弘 

 

｛野球協議会｝｛野球協議会｝｛野球協議会｝｛野球協議会｝    

本年度は新しい試みを沢山企画しております。ま

ずは春季大会を加盟されていないチームにも呼び

掛け、加盟チームとの交流や良いグラウンドでの試

合等、多くの魅力を感じていただき是非加盟してい

ただければと考えております。 

加盟後は大阪で良い成績を残し全国大会等で力

を試す場が沢山ございます。そして、加盟チームの

皆様には出来る限り多くの試合が出来るようにリ

ーグ戦の充実や交流大会の企画等を理事会メンバ

ーで話し合っております。何卒本年もよろしくお願

いいたします。 

佐々木 一智 

バレーボール協会バレーボール協会バレーボール協会バレーボール協会    

 寒さの厳しい中、新年を迎えまし

た。４月からは消費税も上がります

し、我々には経済効果も届いてくれ

ず、一層厳しい生活になりそうな気配

です。でも、こんな時こそスポーツに

出番だと思います。スポーツ連盟の各

種目が元気に活動することで様々な

場面で幸せが作れれば素晴らしいこ

とです。 

 バレー協も先ずは、残り 

の年度を活発に活動して 

新年度に発展させたいと 

考えています。  

田辺 憲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新年あけまして新年あけまして新年あけまして新年あけまして    

おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます    

スポーツ連盟でアルバイトを１０年

以上しており、今期より機関紙担当にな

りました三浦です。よろしくお願い致し

ます。 

個人的に、今年も前向きに 

前進あるのみ！！ 

好きな言葉は、 

「明日やろうは、バカ野郎」 

です！ 

 

機関紙担当   三浦 由貴 



２０１４年新年の挨拶２０１４年新年の挨拶２０１４年新年の挨拶２０１４年新年の挨拶    

明けましておめでとうございます。新日本スポーツ連盟大阪や各種目そして大阪スキー協発

展のため本年もよろしくお願い申し上げます。    

昨年は、「スキーのつどい」を成功させ、大阪スキー協にとって久しぶりの大きな取り組み

が出来たことを皆さんと喜び合いたいと思います。 

 この取り組みは、スキー協を知ってもらいたい、スキー仲間を増やしたいという提案から、

すべてのクラブに参加目標を持ってもらい、スキー協の知名度を上げ、すべてのクラブで会

員を増やす手立てにし、少人数のクラブ、しにせのクラブでも、具体的な活動の場を提供す

ることが出来ました。 

大阪スキー協は、新しく入会パンフも作成しました。 

各クラブも会員を増やす目標を持っていただき、スキー技術を向上させる取り組みを工夫

しながら、楽しいクラブ運営を進めて欲しいと思います。同時にスポーツ連盟発展のためマ

スメデアとしての「スポーツのひろば」を増やし会員を増やすことを目標にして運動を前進

させたいと願います。 

大阪スキー協議会 会長  松岡 苟 

大阪テニス協会大阪テニス協会大阪テニス協会大阪テニス協会    

新年明けましておめでとうございます。 

２０１４年、大阪テニス協会の行事は１月５日の靭

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（９

チーム）から発足して現在では６リーグになり、毎回

２００人以上が集う大きな大会になりました。年間団

体リーグ戦は老若男女が集える楽しい大会です。 

コートの確保は大変な作業になりますが出来るだけ

多くの協会員の方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今年で３５回となります

白馬キャンプ・シングルス、ダブルスのオープン大会・

全国大会予選のスポ祭と多々あります。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程の人気大

会になっていて、楽しみな大会です。テニス講習会も

年間２回、コーチを迎えて開催していきます。 

今年も皆さんとの出会いを大切に 

前に前にと進んで行けたらと願って 

います。 

今年もよろしくお願い致します。 

理事長  志賀 万喜子 

 

１月５日(日)に開催される第

３０回大阪新春マラソン大会は、

堺市大泉緑地公園周回コースで

開催されます。 

新しい年の走り初めとして人

気を高めている大会です。 

特にハーフの部は７６２人、１

０k の部は６０８人の参加と、年

代別に１位～６位までの表彰と

メダルが渡されることからも人

気を集めており、前回より１９５

人増の伸びとなっています。年明

け早々の行事ですが、スポーツ連

盟の加盟ランニングクラブのボ

ランティアとスポ連マラソン大

会への協力のあるボランティア

グループの８０人の協力で新春

の行事を成功させようと取り組

みが行われています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３０ｋｍ　一般男子 1 57 岡田　将輝 1 42 00 吹田市

2 58 髙橋　裕次 1 42 30 吹田市

3 62 平尾　隆将 1 42 32 吹田市

4 59 友井　貢 1 43 30 摂津市

5 61 後藤　祐樹 1 46 03 京都市

6 19 金房　裕之 1 48 24 大阪市

３０ｋｍ　壮年男子 1 229 糸山　卓 1 55 44 佐賀県

2 159 近道　良行 1 59 43 岸和田市

3 250 所谷　純 2 02 34 泉佐野市

4 191 大槻　文悟 2 03 53 京都市

5 193 甲　健一 2 05 10 神戸市

6 234 中井　義貴 2 05 22 草津市

３０ｋｍ　一般女子 1 302 辻家　亜希子 2 11 59 愛知県

2 310 小柳　あすか 2 14 20 摂津市

3 308 西田　加代 2 24 46 大阪市

３０ｋｍ　壮年女子 1 447 平井　琴加 2 00 13 京都府

2 425 的場　知穂 2 08 20 堺市

3 416 山下　桂子 2 15 37 福岡県

4 430 松下　直子 2 15 43 八幡市

5 426 福永　佐枝子 2 15 43 大阪狭山市

6 421 藤井　幹子 2 16 48 高槻市

出場選手記録一覧表出場選手記録一覧表出場選手記録一覧表出場選手記録一覧表

種　目　名 順位 Ｎｏ. 氏　　名 時 分 秒 出身地

第１走者 第２走者 第３走者

第４走者

山田　瑞恵 高寺　雅子 石本　淳子

上延　美貴

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 33 走思走愛 東　美月 巻野　力也 丹羽　謙太 28 57

2222 34 神大ﾏﾗ同B2 日下部　陽香 中井　豪 松尾　寛 32 31

3333 32 神大ﾏﾗ同B1 松岡　杏奈 村上　聡哉 野崎　誠也 34 13

第１走者 第２走者 第３走者

第４走者 第５走者 第６走者

小川　一馬 今泉　健二 松山　吉樹

小林　俊明 西尾　輝 木村　淳信

前田　貴博 綾戸　俊文 三宅　邦明

清野　哲也 瀧野　佳秀 香内　健太

梶本　明宏 中山　拓 大橋　遼平

木村　柾規 大倉　善史 春日　健志

2222 53 同志社クローバー１ 1 02 30

3333 59 ポンコツオールスター 1 02 57

順位順位順位順位 Ｎｏ チーム名 時 分 秒

1111 64

龍谷大学swiftrunner

～序章～

1 00 08

1111 1 TORO 1 06 26

駅伝　Ｂ駅伝　Ｂ駅伝　Ｂ駅伝　Ｂ
記　録

駅伝　Ｃ駅伝　Ｃ駅伝　Ｃ駅伝　Ｃ
記　録

順位順位順位順位 Ｎｏ チーム名 時 分 秒

　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 Ｎｏ チーム名 第１走者 第２走者 第３走者 第４走者 分 秒

1111 10 錦林小走ろう会＆ 大槻　響 松井　翼 越川　翔央 戸川　一輝

きんりんRC　A 学年 ５年 ６年 ６年 ６年

2222 1 JRCみはらﾎﾞｰｲｽﾞ 坂本　桃李 吉永　尚人 壱岐　大吾 山本　悠太

学年 ５年 ６年 ６年 ５年

3333 3 HRJ-A 馬立　裕大 長谷川　晴矢 長島　大 岡部　凱仁

学年 ４年 ４年 ４年 ４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 JRCみはらｶﾞｰﾙｽﾞ 佐藤　安彩 坂本　楓生子 井内　来夢 堂本　鈴華

学年 ６年 ６年 ６年 ６年

2222 36 一丘ﾗﾝﾅｰｽﾞ 鷹取　実希 黒澤　優紀 音無　裕子 渡邉　育恵

学年 ６年 ６年 ６年 ６年

3333 37 錦林小走ろう会＆ 石蔵　加奈子 木村　藍花 松井　愛里 岡本　弘佳

きんりんRC　女子 学年 ６年 ６年 ４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 52 陸王ｸﾗﾌﾞA 古澤　陽花 富岡　紋人 塔本　貴子 荒井　勇輔

学年 ５年 ６年 ６年 ６年

2222 53 陸王ｸﾗﾌﾞB 松田　愛梨 室谷　瞭太朗 松元　未夢 辻川　一輝

学年 ６年 ５年 ６年 ６年

3333 56 陸王ｸﾗﾌﾞE 稲留　菜都 荒川　諒一郎 畑中　彩 中川　拓己

学年 ５年 ４年 ５年 ５年

22 46

混合の部混合の部混合の部混合の部
記　録

21 50

22 44

20 22

22 06

23 10

21 04

21 43

女子の部女子の部女子の部女子の部
記　録

＊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 34

１２月１５日(日)２０１３年の走り納めのレースが、駅伝と小学生駅伝、３０㎞ロードレース大会が

大阪長居公園周回コースで開催されました。 

 今年の３０㎞ロードレース大会は、３３５人の申し込みがあり、昨年の参加の２２０人を大幅に超え

ていました。 

 一般駅伝２０チーム、小学生駅伝２７チームと元気にタスキリレーをしていました。 

  

３０㎞ロードレース３０㎞ロードレース３０㎞ロードレース３０㎞ロードレース    

午前９時３０分に３０㎞ロードレースがスター

トし、遠くは東京都、愛知県や徳島県、千葉県か

らの参加があり、１周２，８１３ｍのコースを元

気に走っていました。 

 この日は、風が強いのと気温が低く、大変な寒

さの中でのレースとなりました。 

 トップグループは、大阪学院大学の８人がレー

スを引っ張り最終コースでは、岡田 将輝選手と高

橋 裕次選手のレッドヒートが繰り返され、岡田 

将輝選手が１時間４２分でゴールし、２位の高橋 

裕次選手を３０秒引き離した結果となりました。 

 壮年の優勝は、糸山 卓選手（佐賀県）が１時間

５５分４４秒でゴールしました。 

上位６位までの選手は、次の通りです。 

駅伝駅伝駅伝駅伝    

１３時１５分のスタートで始まった駅伝大会は、Ａ組４人(女

性)・Ｂ組３人(１走女性)・Ｃ組６人（男子）で繰り広げられ、

各チームともリレーゾーンでは大きな声援を受けての力走とな

っていました。 

駅伝Ｂ組は、２，８１３ｍを３周で走思走愛チームが２８分

５７秒でゴールテープを切っていました。 

男子６人組は、１６，８７８ｍを走り、龍谷大学 swiftrunner

～序章～チームが１時間００分０８秒で初優勝を飾りました。 

常連チームの同志社クローバー１チームは、１時間０２分３

０秒で２位に入りました。 

 

 

 

小学生駅伝小学生駅伝小学生駅伝小学生駅伝    

 １２時スタートで始まった小学生駅伝は、男子の部

１１チーム、女子の部６チーム、混合の部９チームでス

タートし、リレーゾーンでは親子さんの応援も受けての

レースとなりました。 

レース結果は、女子チームが２０分２２秒で全チーム

の１位となり、男子チーム、混合チームを退けての優勝

となりました。 

優勝チームには、府知事賞状、市長賞状、教育委員会

賞状が出され、３位までの入賞チームには、メダルを首

にかけてもらっての喜びの笑顔となっていました。 

入賞チームは次の通りです。 


