
３月２１日より始まった第９回千葉県サッカー

協議会春季大会は協議会加盟１０チームと他４チー

ムによる１４チームの大会となっています。

（ＢＤＵ対ＦＣリベルダ４月２５日 青葉）

中盤に入り監督の采配もさることながら、試合

日程は決まっているとはいえ、日曜日に働かざる

をえない雇用関係などのため、メンバー集めに苦

労している様が勝敗にあらわれています。また、

常にベストメンバーで試合に臨むというより試合

当日に来た選手は誰でも試合に出てもらう、交代

選手を７名までにしたのも全員でサッカーを楽し

もうという意味合いもあるのではないでしょうか。

ブロックリーグ戦後の順位トーナメントにメン

バーを揃えることができるチームに凱歌が揚がる

でしょう。７月４日の東日本選抜大会に出るため

の熾烈な戦いがこれからはじまります。

参加チーム及び現在の得点は以下の通りです

Ａブロック
ＦＣリベルダ １勝 ０敗 勝点３

新検見川 ０勝 １敗 勝点０

サムライ ０勝 ０敗 勝点０

ＢＤＵ ０勝 ０敗 勝点０

Ｂブロック
パステスール０勝 ０敗 勝点０

マッスル ０勝 ０敗 １分 勝点１

Ｃａｆ ０勝 ０敗 勝点０

ＧＯＤ－ＺＩＬＡ０勝 ０敗 勝点０

ＷＡＲＲＩＯＲＳ０勝 ０敗 １分 勝点１

Ｃブロック
ＦＣバルサン１勝 ０敗 勝点３

ヤンキース ０勝 １敗 勝点３

キャロル ０勝 １敗 勝点０

アベニーダ ０勝 ０敗 勝点０

ＣＩＥＬＯ １勝 ０敗 勝点３

（４月１１日 青葉の森競技場）
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１４チームによる熱戦がスタート
千葉県サッカー協議会 春季大会



４月９日（日）千葉県卓球協議会は恒例の春季

大会を千葉市内で開催しました。

千葉・ポートアリーナでの開催は今年で３回目

となりました。今年は前日に他市で大きな大会が

あったり、年度初めと言う事もあり昨年よりも参

加チームは若干少なかったものの、男子４７チー

ム、女子９０チーム、合計１３７チームが集いま

した。試合は１ダブルス２シングルスの団体戦で

４～５チームによるリーグ戦の後１位～４位まで

の順位トーナメントを行ないました。

（ ３８台を使用してのリーグ戦）

試合結果は以下の通りです

男子団体戦
１位トーナメント

優 勝 ＦＣＣ①（小林 西倉 松井）

準優勝 木更津クラブ③（小林 佐久間 平野和）

第３位 木更津クラブ①（平野学 石川 河本）

同 翼の丘ＴＴＣ （有働 川人 荒木 松田）

２位トーナメント

優 勝 ＦＣＣ② 準優勝 Ｃｈｉｓｓｏ

第３位 エリア２２① 同 なのはな君津

３位トーナメント

優 勝 クライス 準優勝 チームアオヤマ

４位トーナメント

優 勝 卓愛会② 準優勝 ＳＴＣ

女子団体戦
Ａゾーン

１位トーナメント

優 勝 千葉クラブ（角田 永見 佐藤

準優勝 ＦＣＣ （佐藤 松元 大野 伊藤）

第３位 千城クラブ①（金子 犬伏 五十嵐）

同 杏仁クラブ （西村 比嘉 坂下）

２位トーナメント

優 勝 なのはな君津 準優勝 富士ＡＥ

第３位 フリーダム② 同 かずさ

３位トーナメント

優 勝 船橋卓友会① 準優勝 フリージア

４位トーナメント

優 勝 茂原クラブ 準優勝 チームアオヤマ

Ｂゾーン
１位トーナメント

優 勝 木更津クラブ①（鈴木 藤本 山田 斎藤）

準優勝 フォルテ （三浦 永沢 鈴木 里見）

第３位 ウェル （阿部 久保 高知尾 森）

同 松戸さざんか（木村 石渡 月井 鈴木）

２位トーナメント

優 勝 チームアオヤマ 準優勝 千葉大学

第３位 かずさ④ 同 ナックルズ

３位トーナメント

優 勝 厚木ラベンダー準優勝おゆみ野フレンズ

４位トーナメント

優 勝 西小中台卓球部 準優勝 安卓球サークル

感想をいただきました。

優 勝
ＦＣＣ（男子団体戦）千葉クラブ（女子団体戦）

卓球協議会が春季大会を開催

この大会は順位トーナメントがあり、みん

な楽しめるので、いつも楽しみにしています。

予選リーグで逆転負で悔しかったですが２

位トーナメントで優勝できました。（ＦＣＣ）

参加チームが多く、たくさん試合が出来て

楽しかったです。連覇できて嬉しいです。来

年も頑張りたいです。（千葉クラブ）

進行がスムーズでたくさん試合ができて、

とても良い大会だと思います（クライス）



今回は協議会の加盟クラブではありませんが、

千葉県バドミントン協議会の大会に以前から参加

するとともに大会運営にも関わって下さっている

千葉英和高校バドミントン部を紹介します。

３月の千葉公園体育館で開催された春季バドミ

ントン大会でインタビューしました。

部長さんにメモしてもらいました。

① クラブ（チーム名）

千葉英和高校バドミントン部

② 代表者（顧問）

猪狩富美子先生

③ 連絡先 八千代市村上709-1

④ チームの概要（チームの由来 練習日程等）

千葉英和高校のバドミントン好きの人達が集まっ

て７年前に立ち上げたチームです。

男女あわせて約３０名弱の部員です。練習場所は

千葉英和高校の体育館と市内にある八千代市民体

育館です。練習時間は平日１６時～１８時３０分

土曜日は９時～１３時、または１３時～１７時、

日曜日は基本的には休みです。

（試合が長引き女子部員は早く退館させたため

男子部員のみの集合写真となりました。一番左

が顧問の猪狩富美子先生）

⑤ クラブのアッピール（１０年度の抱負など）

バドミントンの基礎から学ぶことが出来、部員

のほとんどが高校から始めています。バドミント

ンをやったことがない人はもちろん少しでも興味

のある方は是非ご来校ください。

⑥ その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待すること）

本校のバドミントン部はやる気と活気に満ち溢

れています。とても雰囲気の良いチームだと思い

ます。

（大会本部で試合の進行をする男子部員）

男子

ダブルス

試合後顧問

からの指導

クラブ紹介

千葉英和高校
バドミントン部

大会では自分達の試合の合間に本部で審

判用紙を受け取り結果を記入、次の試合の

シャトルの配布やコール等運営に携わって

下さいます。この日も自分達の試合が終了

した後も最後の試合まで頑張っていただき

ました。（編集部より）

顧問の猪狩先生はバドミントンにとても詳

しく、優しく厳しい指導は他校の高校バドミ

ントン顧問の中でも評判。成績も県内の上位

に位置し、高校生ではほとんど行なわない混

合ダブルスも時には生徒に挑戦させています。



○勝点３ ●勝点１□勝点１（引分）△勝点３（不戦勝）▲勝点－１（不戦敗）☆勝点－１（審判遅刻）

５月 ２日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

５月 ３日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ４日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ５日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ９日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・卓球大会（団体戦）

５月１６日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

５月２３日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

青葉の森リレーマラソン

５月３０日（日）野球協議会リーグ戦

５月３０日（日）春季テニス大会（女Ｄ）

６月 ６日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

６月１３日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

祭典・陸上競技大会

６月１５日（火）松戸レディース卓球大会

６月２０日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

６月２６日（土）春季テニス大会

６月２７日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

５・６月行事予定

第４４回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過


