
毎年恒例の千葉県バレーボール協議会主催の

「春のバレーボールフェスティバル」が４月２５

日、４月２９日、５月２３日の３日間にわたって

開催されました。協議会事務局長の及川氏からコ

メントをいただきました。

決勝トーナメントの結果は以下の通りです。

男 子
１回戦

チーム５３ 2-0 九球会 飯岡クラブ 1-2 勝浦倶楽部

清球会 2-1 愛津会 習志野N-high 2-1ウィークリー

２回戦

ＮＵＤＥ 2-0 チーム５３ ＯＺ 2-1 勝浦倶楽部

小見川ｸﾗﾌﾞ2-1清球会 SHOUNAN 2-0 習志野N-high

準決勝

ＮＵＤＥ ２－０ ＯＺ

ＳＨＯＮＡＮ CLUB ２－１ 小見川クラブ

決 勝
ＮＵＤＥ ２－０ ＳＨＯＮＡＮ CLUB

女 子
１回戦

tivaliyo 1-2 NRﾚｼﾞｰﾅ EVL 2-1 ViVi

準決勝

ＦＪＣ２－０NRﾚｼﾞｰﾅ ＥＶＬ１－２Kakalotto

決 勝

Kakalotto ２－０ ＦＪＣ

ウィークリー

対船橋ヒル

トップ

（予選リー

グより）
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優 勝
ＮＵＤＯ（男子）Kakalotto(女子）

春のバレーボールフェルティバル

第３２回春のバレーボールフェスティバルは

熱戦に次ぐ熱戦が続きました 優勝は男子

ＮＵＤＥ 女子はＫａｋａｌｏｔｔｏ

準優勝 男子 SHOUNAN CLUB 女子 F.J.C.

4月25日と29日に予選リーグから勝ち進ん

だチームが5月23日に男子12チーム女子6チー

ムが決勝トーナメントを戦いました。男子Ｎ

ＵＤＯの連勝が止まりません。だれか、止め

てみてください。

決勝トーナメントでは男女１６試合中9試

合が3セット目まで戦われ見ごたえのある内

容でした。1セット目をとっても逆転された

り、その逆もあったり緊張感のある試合がい

つもより多かったと感じました。

フェスティバル全体を通して、コートの総

数が少なく、早朝から夜（午後8時ごろ）ま

でのゲームを余儀なくされ、チームによって

は決勝まで勝ち進むと1日4試合となるなど、

選手の健康管理を考えた場合課題も残しまし

た。キャプテン会議でも各チームにお願いし

ましたが、会場確保には全ての関係者と協力

していきたいと思います。



第８回目を迎えた青葉の森リレーマラソンは５

月２３日（日）に開催されました。

今年は３月２３日（火）に受付を開始しました

がその日に２５０通、３０３チームの申込が殺到、

（郵便屋さんが封筒を両手で抱えて事務所に現わ

れビックリ）その時点で締切らざるを得なくなり

ました。直ちにホームページで既に定員を超えた

ことを掲載したものの、翌日もその翌日も郵便が

到着。最終的には４８０通、５００チームの応募

がありました。

大会要項の通り、定数を越えた２３日に到着し

たチームの中から２２０チームを抽選し通知を出

しましたが、漏れたチームからは抗議の電話もあ

りました。

大会当日は昨年ほどの豪雨ではなかったものの、

開会式が始まる頃から少しずつ雨が降り始め２年

続けて雨の中でのリレーマラソンとなりました。

（傘をさして出発の走者を応援。

昨年は目も開けられないほどの豪雨でした）

今年も男女混合部門が８２、職場部門が７２、

クラブ部門が３９と昨年同様、職場や気の合った

仲間での参加が目立ちました。ファミリー部門も

選手宣誓をする「は

しれこうたろう」チー

ム（ファミリー部門）
（こうたろう君は左から２番目）

１２と増え可愛らしい子供たちが大人に混じって

懸命に走る姿が印象的でした。

大会結果は以下の通りでした。

総 合

優 勝 ＪＲ東日本千葉Ａ 2:07:18

準優勝 ニッポンランナーズＲ 2:16:50

第３位 斎藤梨園駅伝部Ａ 2:22:19

第４位 八千代走友会★★★超マジ2:26:29

第５位 武下志塾Ａ 2:29:31

第６位 ＷｉｎｄＦｉｅｌｄ 2:30:30

第７位 チーム走快 2:31:30

第８位 ＪＲ東日本千葉Ｂ 2:32:33

第９位 千葉県ランナー 2:33:23

第10位 チーム２６８ 2:33:26

（連続優勝 ＪＲ東日本千葉Ａの皆さん）

クラブ部門

第１位 野栄走好会 2:34:53

第２位 ちはら台走友会 2:37:03

第３位 佐倉陸友会 2:37:25

第４位 爆走どんぐりＡ 2:41:13

第５位 おゆみ野走ろう会 2:42:13

第６位 ニッポンランナーズＧＴ 2:43:27

職場部門

第１位 千葉地検競走部Ａ 2:40:36

第２位 きっともっとずっと 2:44:43

第３位 チームアレ膠Ａ 2:48:25

第４位 ＪＦＥスチール第一冷延部2:48:27

連続優勝＆記録更新
ＪＲ東日本千葉Ａチーム

第８回青葉の森リレーマラソン



第５位 ＴＥＰＣＯ京葉 2:49:18

第６位 大日精化工業 2:51:23

（右側はランランランチームの人達か？）

男女混合部門

第１位 ＢＯＳＯ ＢＯＳＯ 2:37:40

第２位 細マッチョ三田ヒーハー！2:39:57

第３位 ウエストポーチに３００万2:41:44

第４位 成田マイペースクラブ鶴 2:43:33

第５位 ＮＡＳ稲毛海岸ＲＣ－２ 2:47:40

第６位 浦安タモリＣ 2:52:43

女性部門

第１位 チームなすび 3:03:27

第２位 行田公園走友会 3:06:45

第３位 成田マイペースクラブ亀２ 3:16:20

第４位 びーなす 3:27:51

第５位 ウルトランナーズ▽ピーチ 3:41:09

第６位 ゼビオ八千代◆レディース 3:42:45

熟年部門

第１位 佐倉陸友会Ｃ 2:53:17

第２位 八千代走友会★超アダルト 3:13:37

第３位 塚田Ｊ＆Ｓ－Ａ 3:19:08

第４位 ちば天台走友会Ｂ 3:21:26

第５位 行田公園走友会２ 3:25:22

第６位 ＮＡＳ稲毛海岸ＲＣ 3:30:02

ファミリー部門 3:02:42

第１位 チームＦ・Ｋ 3:05:07

第２位 ＡＣ習志野台Ａチーム 3:05:57

第３位 カトナファミリー 3:06:50

第４位 武岡Ｇメン 3:06:50

第５位 チームＮＩＰＰＯ 3:08:02

第６位 ＴＥＡＭ ＰＣＩＢ 3:16:26

中学生部門

第１位 爆走どんぐりＢ 2:49:49

感想が寄せられました。（アンケートより）

初出場で職場部門５位の表彰を受け、メン

バー全員大変感謝しています。是非とも来年

も参加したいですが。今年は申込が殺到した

ようですが、各部門入賞チームは優先的に来

年の出場が出来る等の配慮をしていただきた

いです。（ＴＥＰＣＯ京葉）

今回、職場の仲間たちと初参加しました。

１月頃から準備をして、４回程青葉の森まで

来て試走を行ないました。毎週練習を重ね、

サブスリーを達成することが出来良かったで

す。皆で駅伝の楽しさを実感できる大会です。

来年の大会も是非参加したいです。事務局か

らの通知が欲しいです。千葉市内、県内での

リレーマラソン、駅伝大会イベントをもっと

増やして欲しいです。（山田動物園）

今年は早い締切ということで１チームしか

出られませんでした。ファミリー部門での

参加で小学生も走りたいと言うことで１０

人にメンバーを抑えるのが大変でした。出

来れば参加枠を増やして欲しいのですが、チ

ームの人数を増やしてもらっても良いと思

います。今年はレベルが高かったですね。

（ひまわり０８ Ａ）



前回の千葉英和高校バドミントン部に続きスポー

ツ連盟の大会にいつも参加している船橋市立船橋

高等学校バドミントン部を紹介することにします。

春季バドミントン大会でインタビューしました

集合写真を撮るのお願いしなかったため試合中

のものでご了承下さい。

① クラブ（チーム名） 市立船橋高等学校

② 代表者 宮川隆司先生

③ 連絡先 船橋市市場４－５－１

047-422-5516

④ チームの概要（名前の由来・チームの特徴）

市立船橋高校の運動部の一つです。スポーツで

有名な市船ですが、初心者でも入れる数少ない部

活の一つです。中学校での経験者もいますが、さ

まざまなレベルの部員が一緒に練習をしています。

放課後はほぼ毎日学校の体育館で練習していま

す。

社会人の皆さんと比べたら恵まれた練習環境だ

と思います。現在部員は男子５名、女子１０名。

新入部員募集中です。

⑤ ３年生は６月に最後の大会を迎えます。過去

何回も新日本スポーツ連盟の大会に参加して、上

手な方々のプレーを参考にして自分たちのプレー

に生かすチャンスがあったので、充実した引退を

迎えられるように頑張りたいと思います。

クラブ紹介
市立船橋高校

バドミントン部
バドミントン協議会（準）

新日本スポーツ連盟

ミ ッ ク ス 団 体 戦
主催 新日本スポーツ連盟千葉県連盟、

期日 ２０１０年７月１７日（土）

８時３０分開場

会場 四街道市総合公園体育館

四街道市和田161番地 043-433-1111

JR四街道駅から『みそら団地』行き

「小名木」下車 徒歩約１０分

種目 ミックス団体戦

男女３ペアでのミックス戦（４名～８名）

《最低２試合保障》１つの対戦チームに対

し男女各１人ずつ。 重複可。

（例男Ａ・Ｂ 女Ｘ・Ｙ→①ＡＸ ②ＢＹ ③ＡＹ

またはＢＸ） １～３部 （男女各２人以上で

の参加・参加人数により各部合併あり）

参加資格 特になし。

中学生は保護者の同意を必要とします。

（同意書の形式は自由）

参加費 １チーム ８０００円

中・高校生６０００円

申込期間 受付開始６月 １日（火）

受付終了６月２６日（土）

※申込期間内でも定数により締め切る場合あり

その他 ○この大会は第２８回全国スポーツ

祭典とは関係なく千葉独自の大会です。

○棄権による参加費の返金はできま

せん。



反核・平和を
アピールしましょう
主催 反核・平和マラソン実行委員会

７月１８日（日）９：３０集合（１０：００出発）
都市モノレール「スポーツセンター駅」集合

コース
１区 千葉県総合運動場～千葉中央公園 約５キロ

２区 千葉中央公園～稲毛海浜公園 約７キロ

１区間の走りでも大歓迎 もちろん全区間を走り通す人は大大歓迎

走り方 反核・平和のゼッケンを付け道行く人々に平和をアピール

しながらゆっくり走ります。

参加費 １，５００円 ゼッケン代 給水代 保険代 平和カンパ代

問い合わせ先 新日本スポーツ連盟千葉県連盟

千葉市稲毛区穴川３－１－１７ 電話０４３－２８７－７３５３

ＦＡＸ０４３－２５６－１４５４ 担当 金子

昨年４月にアメリカのオバマ大統領が核兵器廃絶を世界に訴え、核廃絶の願い
は世界中の声となりました。広島・長崎の悲惨な原爆投下を二度と繰り返して
はなりません。私たちも核兵器のない平和な世界を実現しようと市民に訴えて
走りましょう。そして走り終わった後は稲毛海浜公園の樹木の下で平和への熱
い想いを語り合おうではありませんか。

東京～広島～長崎１５００ｋｍ
反核平和マラソンの紹介

被爆６５周年の節目の年に、東京から広島・長崎まで走ることによって「核兵器廃絶」

と「平和」をアピールするマラソンです。（競走ではありません）

参加費 ２０００円（東京～広島間 ゼッケン、保険、運営費

広島～長崎は別途参加費宿泊費が必要となります。

１日目 ７月２７日 夢の島～横浜市役所 ２日目 ７月２８日 横浜市役所～箱根

３日目 ７月２９日 箱根～藤枝市役所 ４日目 ７月３０日 藤枝市役所～豊橋市役所

５日目 ７月３１日 豊橋市役所～大垣市役所 ６日目 ８月 １日大垣市役所～京都市役所

７日目 ８月２日 京都市役所～明石市役所 ８日目 ８月 ３日 明石市役所～瀬戸市役所

９日目 ８月４日 瀬戸市役所～三原市役所 １０日目 ８月 ５日 三原市役所～広島市

１１日目 ８月６日 広島平和公園～防府市役所１２日目 ８月 ７日防府市役所～福岡市役所

１３日目 ８月８日 福岡市役所～長崎平和公園



○勝点３ ●勝点０ □勝点１（引分）△勝点３（不戦勝）▲勝点－１（不戦敗）☆勝点－１（審判遅刻）

６月 ６日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

６月１３日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

祭典・陸上競技大会

６月１５日（火）松戸レディース大会

６月２０日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

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

春季サッカー大会

７月 ４日（日）空手大会

東日本サッカー大会

青葉の森競技場（千葉主管）

７月１１日（日）野球協議会リーグ戦

７月１７日（土）ドミントン大会

（ミックス団体戦）

７月１８日（日）反核・平和マラソン

サッカー協リーグ戦開始

野球協議会リーグ戦

７月１９日（祝）野球協議会リーグ戦

７月２５日（日）野球協議会リーグ戦

６・７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




