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盛況！鈴木杯テニス大会
千葉県テニス協議会

恒例の鈴木杯テニス大会は男子ダブルスが新年
早々の１月９日（日）に千葉県総合スポーツセン
ター・庭球場で、女子ダブルスが１月１１日（日）
に千葉・青葉の森公園・庭球場で開催されました。
テニス協議会 鈴木 守会長のご好意で鈴木杯と
名をつけての大会も今年で１６回目を数え、年々
参加者が増加しています。
年初めにも拘らず今年は男子ダブルスには２４
ペア、女子ダブルスには３２ペアが参加しました。
（１位トーナメント優勝

木津・上原組）

９日の男子ダブルスは寒気で気温はかなり低かっ
たものの冬晴れのテニス日和となり“初打ち”の
大会として大いに盛り上がった大会となりました。
大会は３ペアのリーグ戦の後順位トーナメント
戦を行いました。
結果は以下の通りです。

男子ダブルス
１位トーナメント
優

勝

準優勝

木津 進・上原孝紀組（フリー・フリー）
石川 聡・石田 潤組（フリー・フリー）

第３位 島村広輝・関根和明（フリー・フリー）
同
秋山 忍・秋山 陽組（テニコミ千葉・同）
２位トーナメント
優

勝

（１位トーナメント準優勝

石川・石田組）

（１位トーナメント第３位

島村・関根組）

柴田 薫・並木謙治組（えふえふ・Ｇ）

準優勝 石井友博・高山和良組（生浜テニス・同）
第３位 工藤義則・土屋雅之組（フリー・フリー）
同
姫野泰之・武井規雄組（フリー・フリー）
３位トーナメント
優 勝 阿部英明・長島 智組（フリー･フリー）
準優勝 松丸博光・富田直秀組（フリー・フリー）

（１位トーナメント

第３位

（１位トーナメント

優勝

野澤・工藤組）

（１位トーナメント

準優勝

八谷・平岡組）

（１位トーナメント

第３位

中村・乾組）

秋山・秋山組）

女子ダブルスは４チームによるリーグ戦の後順
位トーナメントがおこなわれました。
参加した各選手は「スポーツ連盟の大会は沢山試
合をさせてもらってありがたい。」と底冷えのす
る天候の中でも元気にプレーをしていました。

（寒さの中、早朝の受付風景 青葉の森公園）
結果は以下の通り

女子ダブルス
１位トーナメント
優

勝

野澤いづみ・須藤 薫組（フリー・フリー）

準優勝 八谷明美・平岡ひろみ組（ラ･フェット・グッピー）
第３位 中村晶子・乾 かおり組（フリー・フリー）
同
小川めぐみ・森山優子組（フリー・フリー）
２位トーナメント
優 勝 石橋知佐子・小山田久美組（KASIWA・フリー）
準優勝

西尾昌子・西谷雅子組（フリー・ASKAテニス塾)

第３位 庄司峰子・塙 昭子組（チーム飛鳥・同）
同
岡 三輪子・佐竹明子組（フレームショット・フリー）
３位トーナメント
優 勝 植田麻衣子・小出小百合組（チェリー・同）
準優勝 板倉美知代・君塚真由美組（フリー・フリー）

（１位トーナメント

第３位

小川・森山組）

全国バドミントン大会
の結果について

全国卓球選手権大会開催
一般大会 岩手・水沢市
年令別大会 兵庫・神戸市

昨年の１２月５日（土）～６日（日）と静岡県・
浜松アリーナにて全国バドミントン選手権大会が
開催されました。

第１８回全国卓球選手権大会は今年度から、一

千葉県からは７月２７日（土）に千葉県総合ス

般団体戦・個人戦と３０歳代個人戦の部が水沢市
総合体育館。年令別団体戦と４０～６０歳代個人

ポーツセンターで行なわれた千葉県予選会に出場

戦の部が神戸市総合運動公園で開催されました。

し、上位に入賞したＥＡＳＴとスピーカーズそし
てＦＩＲＥ－ＧＴの３チームが出場しました。
ＥＡＳＴは２０歳前後の若い男女のチーム、ス

千葉からは両大会合わせて、団体戦で２５チー
ム、個人戦で１０１名が参加しました。

ピーカーズは家庭婦人のベテランチームでした。
なおこの他、市立船橋高校バドミントン部の２
ペアが東京代表として参加しました。

（一般団体戦・個人戦開会式

（ＥＡＳＴとスピーカーズの皆さん

水沢市）

開会式）

個人戦
男子シニアダブルス５０歳の部
田中 優・中林正俊組
男子ダブルス一般の部

４位

清水直樹・田中裕幸組
水島弦・安田周平組

Ａブロック３位
Ｅブロック３位

（年令別団体戦 幕張シェル 樋口・河西組 神戸市）

岡野竜也・奥村遊人組
女子ダブルス一般の部

Ｉブロック３位

女子の結果 （男子は前号に記載済み）

坂巻和代・千川裕美組
Ａブロック３位
白石往子・近藤夏海組
Ｅブロック３位
内藤夕梨恵・小池美裕組 Ｆブロック２位
女子シニアダブルス４０歳の部
野村佳代子・塚原幸代組 Ａブロック２位
栫井美雪・犬飼かをり組

Ｂブロック４位

優

勝

第３位
第８位
個人戦年令別

角田 瞳 （千葉クラブ）
佐藤香織（千葉クラブ）
鶴岡範子（木更津クラブ）

30～34歳 優 勝 山田美左江（木更津クラブ）

団体戦
２部・１ブロック
２部・２ブロック

団体戦年代別（６０代）
第３位 市川フレンズ
個人戦一般

ＥＡＳＴ
４位
スピーカーズ ４位

千葉からのチームは“参加することに意義あり”、
と旅行も兼ねて大いに楽しんでいました。

第３位 佐藤友美（ＦＣＣ）
35～39歳 第３位 藤本貴子（木更津クラブ）
55～59歳 第３位 坂本孝子（松戸さざんか）
60～64歳 第２位 五十嵐昭子（千城クラブ）

新規加入や練習試合など、随時募集しています

クラブ紹介

木更津クラブ

ので、少しでも興味がある方は是非ご連絡下さい。
子供も大人も元気一杯のチームです。どうぞ宜
しくお願い致します。

千葉県卓球協議会
前号に引き続き千葉県卓球協議会加盟クラブを
紹介します。
昨年の全国卓球選手権大会では岩手県・水沢市
で開かれた一般団体戦・個人戦に出場しました。
①

クラブ（チーム）名
木更津クラブ

②

連絡先
メール

kisarszuclub@yahoo.co.jp

練習場所

木更津卓球センター

http://homepage2.nifty.com/pinpon/index.

（女子チーム

中央は小学生の小林美結さん

個人戦女子一般に出場、４人のリーグ戦で３位
になりました。）

htmｌ

レディースオープン卓球大会
主催

新日本スポーツ連盟千葉県卓球協議会

期日
３月４日（木）９時受付・開始
会場
千葉公園体育館
競技内容
スリーダブルス団体戦（３人で編成）
①ランクはＡ～Ｄとします。Ｄは初心者
とします。ランクは主催者の方で変更す
る場合があります。当日のメンバー変更
（全国大会に参加の皆さん
③

水沢市）

チームの概要（名前の由来・チームの特徴・
練習日程・人数など）

木更津卓球センターで卓球を楽しんでいたメン
バーで１０年程前に立ち上げたチームです。
今は老若男女あわせて総勢５０名弱の大所帯チー
ムです。練習拠点である木更津卓球センターは木
更津市貝渕にあり、火曜日～金曜日は１４時～２

は１名まで認めます。ただし、同一クラブ
内の移動・変更は認めません。
②同じパートナーで２回以上組むことは出
来ません。
③５チームのリーグ戦、変更のある場合も
あります。
試合球
ニッタクオレンジボール
ラバー
表彰

イボ高 アンチの使用を認めます。
各ブロック ２位まで

２時、土曜日は１０時～２２時、日曜日・祝日は
１０時～２０時の営業時間の為、各自各々自分の

参加費

１チーム ３５００円
加盟チーム ３０００円

都合に合わせて練習しています。そのため特に決
まった練習時間はありません。

申込み
送金先
申込期間

新日本スポーツ連盟卓球協議会
口座００１５０－５－１６７２０
申込開始２月１日～２月１３日

⑤

クラブのアピール

今年の抱負はもちろん、スポーツ連盟の全国大
会連続出場です！

先着１２０チームで締め切ります
振込は２月１５日（月）以降

２・３月行事予定
２月

７日（日）サッカー協議会リーグ戦
鈴木杯テニス大会

２月１１日（祝）加盟杯卓球大会

３月

４日（木）レディースオープン卓球大会

３月２７日（土）春季バドミントン大会
《主要会議》

２月２０日（土）～２２日（日）

千葉県体育施設調整会議２月

スキー祭典
２月２１日（日）サッカー協議会リーグ戦

千葉市体育施設調整会議２月１３日・２０日
全国評議員会

２月１３日～１４日

市原オープン卓球大会
２月２７日（土）鈴木杯テニス大会

千葉県野球協議会総会
全国連盟定期総会

２月２７日（土）
３月１３日～１４日

２月２８日（日）鈴木杯テニス大会

千葉県連盟定期総会

３月２０日（土）

内房卓球連絡会結成式

３月２２日（祝）

サッカー協議会リーグ戦

第29回全国連盟定期総会
２年ごとに開催される全国連盟の定期総会が

６日

第38回県連盟定期総会
千葉県連盟の定期総会は例年３月に開催してい

下記の日程で開催されます。
前回の大会で第２８期の目標として、多様なス

ます。今年は全国連盟の総会開催年に当たるため
３月２０日（第三土曜日）です。《全国総会の無

ポーツ活動の旺盛な展開によって「１０万人の連
盟」との方針を出しましたが、どう実現されたの

い年は第二土曜日です。》

か等を話し合う総会です。
千葉県から代議員数は３名です
２０１０年３月１３日（土）
午後１時３０分～午後６時３０分
３月１４日（日）
午前９時～午後４時
鶴見大学講堂
横浜市鶴見区
代議員選出基準（都道府県連盟）
250名以下 １名
251人～1000人２名
1001人～2500人３名
4001人～5500人７名

2501人～4000人５名
5501人～7000人７名

千葉県連盟からの代議員は２月１５日に開催さ
れる第３回理事会で決定しますが、代議員として
出席を希望される方（連盟員に限る）は連盟まで
お申し込み下さい。（代議員登録は２月２０日）
また、傍聴も可能です。積極的にお申し込み下さ
い。宿泊場所は確保してあります。

２０１０年３月２０日（土）
午後２時～午後５時
千葉県青少年女性会館 第三会議室
千葉市天台６丁目
千葉都市モノレール

スポーツセンター駅下車

代議員選出基準
１人～49人
100人～199人

１名
３名

50人～99人
200人～399人

２名
４名

400人～699人 ５名
700人以上
各協議会選出代議員数
ランニング
サッカー

１名
３名

空手
テニス

６名

１名
４名

バレーボール４名
卓球
５名
野球
５名
オブザーバー（協議会のない種目）１名
スキー バドミントン ゴルフ
※各協議会からの役員の推薦及び立候補
役員（ 理事長 事務局長 理事
３月１日～３月１５日

監査）

※総会後『亀八』にて“盛大”な懇親会

第８回千葉・青葉の森リレーマラソン
募 集 要 項
期

日

２０１０但し自然災害等主催者年５月２３日（日）雨天決行

会
主

場
催

千葉県立青葉の森公園
千葉市中央区青葉町654
新日本スポーツ連盟千葉県連盟

主
後

管
援

千葉ランニングクラブ
千葉県教育委員会
全国ランニングセンター

募

集

２２０チーム

先着順

TEL043-262-8899

定員になり次第締め切ります。

参加資格 独力で１周約２キロを完走できる男女４名～１０名のチーム。大会当日の出場は事前
（チーム） にエントリーされた競技者に限ります。大会前に医師の診断を受け、レース出場に支
障がないことをご確認ください。当日は保険証を持参してください。
受

付

午前８時４５分～午前９時１５分

開 会 式

午前９時３０分

スタート

午前１０時００分

さくら山

おはなみ広場前（陸上競技場前近く）

ゴール

さくら山広場・時計台前

参加料

大人１人

部

小学生部門
高校生部門

門

千葉県立青葉の森公園内

さくら山広場（各チーム代表者は出席して下さい。）

２０００円

中学生１人

全員が小学生チーム
全員が高校生チーム

８００円

小学生１人

５００円

中学生部門 全員が中学生チーム
女性部門 年齢を問わず全員女子のチーム

男女混合部門
女性２人以上のチーム
職場部門 全員が同一職場のチーム
ファミリー部門 全員が親子又は親戚・ご近所
熟年部門 全員が６０歳以上
クラブ部門 上記の部門に入らないチーム
表
彰 総
合 １～１０位
部門賞 １～６位（総合入賞チームを除く）
ピタリ賞 １～６位（申告タイムと完走タイムとの差。総合及び部門入賞チームを除く。後日記録
集と共に郵送）
大会ルール等

完走したチームには記録証（氏名入り・人数分）と記録集を後日送付します。

競技方法①１チーム４人以上１０人以内で４２．１９５キロ、タスキをリレーして完走する。
１周１.９８キロのコース。計２１周（ただし第１周目2.375ｋｍ 第２１周目2.2キロ）
走る順序や何周走るかは自由。
②レースはタスキのリレーによって進みます。１人が１周以上走って次の走者にリレーし
ます。１人で続けて何周走ってもかまいません。走る順序や回数は自由です。休んだ後、
再びタスキを受けることもできます。自分たちのタスキを用意して下さい。アンカータ
スキが赤のため赤色は避けて下さい。タスキリレーは決められたリレーゾーンのみ可能
制限時間

です。コース途中で交替することはできません。
４時間 この時間までにゴールしたチームを正式な完走と認めます。

救

（４時間を越えたチームには運営上途中でも中止していただく場合があります。）
大会本部に看護師が待機し応急手当をいたします。その後の処置は当日加入する保険の

護

範囲内とさせていただきます。当日は体調を整えてご参加下さい。
申込み方法等
受付期間 ３月２３日（火）開始 ４月３日（土）締切
①３月２３日（火）以前の申込みは受け付けられません。②定数に達した日に到着した
チーム（郵送されたチーム）は抽選とします。④受付の可否については４月７日（水）
までに各チーム責任者に受付通知書（葉書）をお送りします。申込み後、競技者の変
更及び申告タイムの変更があったチームは参加費の振込までにFAXにて事務局までご
連絡下さい。

