
      ２０１９年  １月号 誰もがスポーツを！ 第３３５号 

   新年おめでとうございます。 
 みなさん、それなりに元気で新しい年を迎えられたでしょうか。 

 昨年末には、ありがたくない法案がいくつか通過してしまい、これからどうなる 

のか不安の中で新年を迎えた方が多いのではないかと思います。 

 三重県連盟は、結成 3 年目に入る卓球協では、少ない理事で工夫しながら多く 

の大会をこなしていますし、すでに 2021年 4月までのサオリーナの会場も確保 

しています。 

 今年は反核・平和マラソン&ウォーキングは 36 回目、山の祭典は 46回目、ウ 

ォーキング祭典は 10 回目を迎えます。 

 さらに、スポーツ連盟東海ブロックの

スポーツセミナーを三重県の主管で、9

月 7 日(土),8日(日)に開催します(会場

は河芸マリーナの予定)。みなさんの協

力をお願いします。 

今年もそれぞれのスポーツをエンジョ

イしましょう。  

(理事長  井岡 智子) 

                  -1- 

 三重通信     
発行 新日本スポーツ連盟三重県連盟 
  〒514-0016 津市乙部３－２３ 
   TEL 059-224-0324 

発行責任者  脇海道 博 
 



松阪フレンドシップ駅伝に参加 
12 月 10 日（月）、体育振興会主催の市民駅伝飯南大会（飯南町粥見）今年の

15 回目は 166 号線の交通事情で中止と決まりましたが、何とか続けたいという

有志の計画で松阪中部台公園に会場を移し開催されました。 

そのトリム周回コースでの、松阪フレンドシップ駅伝に新日本スポーツ連盟ＲＣ

として参加しました。ファンランで全員参加を狙ったのですがかなわず、精鋭 1

チームで望みました。 

当日トリムコースに集まった若者たち主体の 14チーム、トリムコース周回で行

われました。スタートして突飛した走りの若者と、若い女性の精華な走り、それに

我々の熟走がこの駅伝の幅を広げたように思います。 

トリムコース 1 周 1.4ｋｍ（秋のマラソンと同じコース）を 1 周する区間と 2

周する区間があり、その走りは心肺にそうとうきついものでした。ランナーは荒

木・中尾・古市・小倉・神戸の順にタスキをつなぎ（監督は私）、平均年齢 65 歳

のチームが 9.8ｋｍを 45 分で走り 8位の成績でした。 

30 年も前になりますが松阪地区では名松線駅伝・松阪勤労福祉駅伝・松阪シテ

ィマラソン駅伝の部の 3 つの駅伝がありました。私が入部したのは昭和 58 年で

すが、年に 2 大会Ａ・Ｂ2 チームで参加していましたが、道路事情や運営の大変

さ等で大会の中止が相次ぎ、我々クラブも駅伝大会は出場は平成 1 年が最後にな

りました（当時のランニング日誌より）。 

30 年ぶりの駅伝参加、昔を懐かしく思い出し楽しく走れました。      

（三重ランニングセンター 小西 信久記） 
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初優勝１部ＡＢ、笑顔の４部Ｂ！ またＴリーグ観戦に！ 

１２月８日（土）、第８回東海オープン三重県ミックスペアマッチ卓球大会が「三重交

通Ｇスポーツの杜鈴鹿」に於いて、７６組ペア（１５３名）の参加で開催されました。 

１部をＡ・Ｂの２ブロックの各５チームで決勝リーグ戦だけの優勝はＡ・Ｂの２チ

ーム、２部を４組各３チームの予選リーグ戦、決勝は各順位別トーナメント戦で優勝

は１チーム、３部をＡ・Ｂ・Ｃの３ブロックにそれぞれ４組各３チームの予選リーグ

戦、決勝は各順位別トーナメント戦で優勝はＡ・Ｂ・Ｃの３チーム、４部をＡ・Ｂの

２ブロックに、Ａブロックを３組各３チームの予選リーグ戦、決勝は、各順位別リー

グ戦で優勝は１チーム、Ｂブロックを４組３チームの予選リーグ戦、決勝は、各順位

別トーナメント戦で優勝は１チームとして８チーム優勝する大会を開催しました。 

 今大会には、岐阜県から卓球協議会が結成されて、理事長と理事も選手として参加

しました。また、初参加チームも熱戦を制して、初優勝１部Ａ・Ｂチーム。４部Ｂも

初優勝で笑顔もいいですね。東海３県以外に、和歌山県・京都府からのチームも優勝

を飾りました。 

ミックスペアマッチは、ダブルス・シングルス・シングルスの３試合で、シングル

スの順番はダブルスの敗者が男子か女子かを決めます。ダブルスは負けてもシングル

スで逆転もある楽しみな種目になっていて、年二回開催中です。 

 

１２月８日（土）、T.LEAGUE2018名古屋市武

田テバオーシャンアリーナ（レゴランド横）にミ

ックスペアマッチ大会参加者と三重卓球協議会理

事の４人で観戦に行きました。会場には他に三重

卓球協議会登録チームも観戦に来ており、交流も

出来ました。 

当日は、チーム：ＴＯＰ名古屋 対 日本生命 の女子チームの対戦が午後７時から

試合開始。日本代表の早田ひな選手が登場しました。試合内容は逆転の繰り返しが多

く、「作戦・戦術が大事だ」と実感させてもらいました。応援合戦も会場を盛り上げ

ました。                                  三重卓球協議会 理事長 相馬常吉 
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山好会よーでる会例会・総門山（949m） 12 月 2 日（日） 

総門山は、よーでる会として今年最後の登山で楽しみにしていました。天気予報

によると１２月２日（日）は、雨が降るそうなのでちょっと心配でした。でも朝起

きたら晴れで良かったです。町から集合場所までは、蛇のような道路を走りました。

天国へ行く道みたいです。運転者はこのうねうねする道を走って凄いなあと思いま

した。 

集合場所では参加者全員で体操をしました。竹野さんが参加者に「地図の読み方」

と「コンパスの使い方」を教えてくれました。地図もコンパスもはじめてで難しか

ったが、竹野さんと他のメンバーが何回も教えてくれて、最後にやっとできました。 

今はスマホ又は GPS の時代で地図あるいはコンパスはあまり使っていないが、

インターネットがないところや登山する時に、電波が無ければ「地図の読み方」や

「コンパスの使い方」は、凄く役に立ちます。 

「地図の読み方」ができたら、地図を見てどこが谷でどこが山、登る予定の道の

大変さ、それに自分が立っているところの高さもわかります。とても面白かったで

す。 

 総門山のある坂の角度は４５度ぐら

いです。ちょっと大変かも知れませんが、

登りがいがあります。今回、登山後は温

泉にも入って、体も頭もリラックスして

週明けいっぱいエネルギーをもらいま

した。また来年もいっぱい山を登りたい

です。 《山好会・よーでる会 グエン・   

トウン・ラム（ベトナム国籍）》 
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三重ランニングセンター「新春走り初め」 

2019 年 1 月 14 日（月・祝日）10 時より 

場所：津海浜公園 

※終了後、連盟事務所で恒例の新年会を行います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２０１8 年度 スポーツ連盟三重 第７回理事会報告 

日時・場所 １２月６日（木）１９：００～ 三重スポーツ連盟事務所 
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スノーツアーin 栂池高原 
          主催 桑名ブルースカイスキークラブ 

日程  2019年 2月 1 日(金) 夜出発～3 日(日)夜三重帰着 

参加費   22,000円(傷害保険、賠償保険料含む) 

                    小学生 21,000 円 

      レンタルスキー・ボードは、2 日間で 3,240 円 

宿泊先  「みやま荘」 北安曇郡小谷村 栂池高原 

           TEL 0261-83-2123  

問合せ・申込み先 

    松永 清  TEL/FAX  0594-31-7782 

              k-matsu39@tg.commufa.jp 

木村 一仁 TEL   070-6588-3080 

            Kimkim04@sky.plala.or.jp 

早春スキーin 野沢温泉  野沢温泉スキー場 

          主催 津フリーランサースキークラブ 

日程  2019年 2月 15 日(金)夜出発~２月 17 日(日)夜帰着 

参加費  25,000 円(仮眠・1 泊３食付、保険料含む) 

            小学生 20,000 円 

      レンタルスキー・ボード  2 日間 4,000 円 

      リフト代  別途 

宿泊先  「池分」 野沢温泉村大字豊郷横落 9797 

                    Tel.  0269-85-2317 

問合せ・申込み先 

     樋口 辰美  TEL/FAX 059-225-3656 

          岸  哲和  TEL      090-9908-4949 

                        t.kishi@yk.commufa.jp 



出席者  井岡・鈴木・脇海道・上野・前坂・野島・改田・荻子・相馬・松下・岸 

池田・木村・田辺 

次回２０１８年度第８回理事会 ２０１９年１月８日（火）１９：００～                                                                            

報 告 
１．各種目クラブ１１月の行事報告 

☆スキー…スキーツアー案内・三重通信１２月号にスキーツアーを掲載します。 

 ☆ランニング…報告なし 

☆山好会…1日鈴鹿の上高地(２１名)２日栗の木岳(１９名) ４日三峰山(２５名)

７日蓬莱山（１８名）１１日釈迦ヶ岳（１８名）  

１７日入道ヶ岳(２６名)１８日八祢宜山(１７名) １９日三峰山(２１名) 

☆ウォーキング…２日長野峠(１１名)１０日東海 B ウォーキング「中山道」 

(１９名)１４日滋賀県「太郎坊」(１０名)２５日聖宝寺(２２名) 

☆卓球協…2３日１D2S 団体戦（4７組 1５３名） 

  ☆野球協…報告なし 

２．秋のマラソン大会（１０月２８日）について 

  会計報告（改田） ・４３６４円の剰余金があったがスタッフ交通費カンパ 

(4５００円）がなければ赤字となった。原因としては参加者が少なかった。 

３．１１月２４日（土） 東海ブロック会議  愛知県連盟事務所１３時～１６時 

☆出席（井岡、脇海道） ☆報告（別紙で理事に報告）    

 ☆次回 ２０１９年４月６日（土） 愛知県連盟事務所 １３時～１６時       

協議事項   

１．第１２回東海ブロックスポーツセミナーは三重県で開催します。 

☆日程 ９月７～８日（土～日） ☆会場 三重マリンセンター（津市河芸町） 

☆７日交流種目（予定） カヤック体験、ウォーキング、健康マージャン等 

    ８日の講師は今後交渉して決定します。 

２．提案事項 

 ☆「リレーマラソン」を三重県で実施の可能性について検討しました。 

  ・秋のマラソン大会の参加者が少なかったため、２O19年の秋のマラソン 

(１０月２７日予定）を中止して、「リレーマラソン」の実施について検討す 

る。（愛知県連盟の協力を得る） 

  ・現状では実施場所は松阪中部台公園が適当ではないか。 

  ・２０１９年４月１４日の愛知リレーマラソンに複数理事が要員参加をする。 

 ・実行委員を種目にこだわらず募集する。 

 ・問題は、参加者を募集するための宣伝活動をどうするか。（今後の課題） 

３．「スポーツのひろば」の増減状況   現在 ４７部            -6-                                                                                                                                                                                                                                                                                            


