
千葉県テニス協議会は６月２６日（土）稲毛海

浜公園庭球場にて４月の男子ダブルス、５月の女

子ダブルスに続き春季テニス大会の最終として混

合ダブルス大会を開催しました。

混合ダブルス大会は春季大会の中でももっとも

人気のあるある大会で今年は４８ペア９６名が参

加。どの試合も熱の入った展開となりました。

試合は３ペアのリーグ戦の後順位トーナメント

戦を行ないました。

この日は試合数が多く、本部は決勝まで終了す

るか気をもむ状況でしたが、梅雨の晴れ間で天候

にも恵まれ順調に試合を展開することが出来まし

た。 結果は以下の通りでした。

１位トーナメント

優 勝 阿部・鈴木組（ビッグマウンテン）

準優勝 井上・根本組（チーム飛鳥）

第３位 良元・良元組（チームピジョン）

同 岡野・石木組（ポケット）

２位トーナメント

優 勝 間宮・間宮組（フリー・ザウルス）

準優勝 紅谷･ 紅谷組（フリー）

３位トーナメント

優 勝 植田・島村組（チェリー）

準優勝 山城・山城組（チームピジョン）

（優勝 阿部・鈴木組）

（準優勝 井上・根本組）

（第三位

良元・良元組）

（第３位

岡野・石木組）
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優勝 阿部・鈴木組 準優勝 井上・根本組
春季テニス大会・混合ダブルス大会を開催

スポーツ祭典・県予選会

８月７日から開催
８月 ７日 女子シングルス・

壮年男子シングルス

８月１４日 男子シングルス 以後は略



第４６回千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会は

例年より４ヶ月早い６月１３日（日）千葉県総合

スポーツセンターで開催されました。

例年１０月に開催していた陸上競技大会ですが、

今年は１１月３日（祝）に全国スポーツ祭典を千

葉で開催すること、そして千葉国体のために８月

から１０月までは千葉県総合スポーツセンターは

利用できないことから春の開催となりました。

全国大会のリハーサルを兼ねた大会として、競

技日程や役員の配置を考慮しての開催でした。

大会は前日まで高校記録会が開催されていたり、

小・中学校の校内行事の関係で昨年の６００名に

は及びませんでしたが、一般や壮年の種目では昨

年並みの参加者数が集まり実数で４００名延人数

で５００を越える参加者がありました。

時期的に雨が心配されましたが、天候は曇り、

気温２４～２５度、湿度が５５～６５％、南南西

の風２～４ｍとまずまずのグランドコンディショ

ンでした。

壮年男子１００ｍでＡＳ市川の佐藤選手が１１

秒８７、中学男子４００ｍで打瀬中の大木選手が

５５秒５４、一般女子４×１００ｍＲで千葉明徳

高校が５１秒０４の新記録達成がありました。

今年は幅跳びで追風参考記録の選手もありまし

たが、フィールド競技での新記録も目立ちました。

主な大会記録は以下の通りです。

一般男子１００ｍ

第１位 千葉陽介 千葉大 11秒08

第２位 椎名啓太 土気TFC 11秒26

一般男子２００ｍ

第１位 大能良太 BLANKER 24秒37

第２位 丸谷泰裕 帝京平成大 23秒48

（小学生

100ｍタイ

ムレース）

（小学生

１０００ｍタイム

レース）

一般男子４００ｍ

第１位 松前 元 千葉大 51秒21

第２位 本間倉一郎 千葉工大 52秒11

一般男子８００ｍ

第１位 江澤功泰 みやこしｸﾗﾌﾞ 2分04秒56

第２位 松本 潤 千葉陸協 2分06秒97

一般男子１５００ｍ

第１位 鈴木裕行 館山市陸協 4分14秒59

第２位 小林店命 みやこしｸﾗﾌﾞ 4分19秒28

一般男子５０００ｍ

第１位 重本 潤 流山ＣＪ 16分08秒35

第２位 遠藤隆太 東農大走好会 16分19秒18

（北澤選手

芝浦柏AC）

（原口選手

千葉大）

10種目に新記録
第４６回千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会開催



前号のバドミントンに続き今回は千葉県卓球協

議会加盟クラブを紹介します。

６月１５日に松戸で開催したレディースオープ

ン大会に出場した折にお聞きしました。

① クラブ名 青卓会

② 代表者 渡辺美代子

③ 連絡先 船橋市丸山

④ チームの概要（名前の由来・チームの特徴･

練習日程・人数等）

平成１５年に５人の仲間で新日本スポーツ連盟

に加入しました。クラブはそれ以前から活動して

います。今は若い人の加入もあり、１２人の部員

です。

仕事等の都合上全員が集まるのは難しいですが、

７．８人が集まる時間をつくり、週２回練習を続

けています。

地域の大会やいろいろなオープン大会にもチャ

レンジしています。

（ご家庭の都合により杉政さんが先にお帰りに

なりましたが当日は２チームの参加でした。

⑤ クラブのアッピール（今年の抱負等）

当クラブは２０代から６０代と幅広い仲間たち

が集まり、練習や試合の後の反省会で親睦を深め

ています。

日頃の練習にも集中して多くの大会で結果が出

せるよう頑張っている仲間です。

⑥ その他（スポーツ連盟に期待すること・スポー

ツに関する情報等）

これからもいろいろな大会の企画をお願いします。

（ＢランクＢブロック 杉政・堀組）

（ＢランクＣブロック 田子・渡辺組）

クラブ紹介

青 卓 会
千葉県卓球協議会

千葉県スポーツ祭典・卓球大会

ダブルス戦
期 日 ９月２３日（祝）

会 場 千葉公園体育館

種 目 男子・女子ダブルス

競技種目 男子・女子共に年齢別

１部 一般99歳まで ２部 100歳～109歳

３部 110歳～119歳 ４部 120歳以上

○試合当日 現在の年齢

○ペア合計年齢のチーム数により各部の変

更もあります

○いずれもリーグ戦の後決勝トーナメント

を行います。（参加ペア数によって変更）

募集ﾁｰﾑ 男女ダブルス合わせて１４４ペア

試合球 ニッタクホワイトボール

表 彰 ２位まで

参加費 １種目１組 2000円（加盟員1500円）

申込期間 ８月２日（月）～８月２１日（土）



一般男子１００００ｍ

第１位 斉藤裕之 千葉工大 33分45秒58

第２位 原田慎也 special 35分07秒93

中学男子１００ｍ

第１位 松崎鷹森 打瀬中 12秒07

第２位 山中勇樹 花園中 12秒22

中学男子４００ｍ

第１位 大木康生 打瀬中 55秒54

第２位 加藤蒼史 花園中 55秒98

中学男子１５００ｍ

第１位 政本浩幸 打瀬中 4分36秒17

第２位 佐藤 昴 花園中 4分43秒85

壮年男子１００ｍ

第１位 佐藤健児 ＡＳ市川 11秒58

第２位 大宅康喜 浦安市 12秒26

壮年男子１５００ｍ

第１位 松井 聡 世田谷区 4分49秒26

第２位 古怒田修 ポポロＡＣ 4分52秒15

壮年男子５０００ｍ

第１位 小林一美 ポポロＡＣ 17分57秒65

第２位 山口正史 ポポロＡＣ 18分00秒64

小学男子１００ｍ

第１位 工藤和磨 ｱｸｱ･ｱｽﾚﾁｯｸ 13秒41

第２位 前之園敬太 轟ｱｽﾘｰﾄｸｱﾗﾌﾞ 15秒77

小学男子１０００ｍ

第１位 前田魁星 富津ふれあいｼﾞｭﾆｱ 3分18秒74

第２位 岩田 匠 幸はやぶさ 3分42秒46

一般男子４×１００ｍ

第１位 ＪＲ東日本千葉 43秒96

第２位 ＢＬＡＮＫＥＲ 44秒75

一般男子４×４００ｍ

第１位 ＢＬＡＮＫＥＲ 3分39秒29

第２位 ＪＲ東日本千葉 3分41秒89

一般男子走幅跳

第１位 渡辺敬太 ＪＲ東日本千葉7ｍ11+3.6

6ｍ88＋1.4 大会新

第２位 鈴木隆彦 厚生労働省 6ｍ90 ＋4.0

一般男子走高跳

第１位 神子智孝 東京情報大 1ｍ97大会新

第２位 大竹 光 ＢＬＡＮＫＥＲ1ｍ86

一般男子砲丸投

第１位 大田垣宏 袖ヶ浦市陸橋 10ｍ70

第２位 染谷健介 帝京平成大 10ｍ04

一般男子やり投

第１位 小池 陽 土気ＴＦＣ 55ｍ02

第２位 原口慧史 千葉大 44m68

一般男子三段跳

第１位 島田喜文 土気TFC 14m40 ＋1.0

第２位 佐藤佑亮 幕張TFC 12m51

中学男子走幅跳

第１位 市川広武 花園中 6m47 ＋5.6

6m29＋1.4大会新

第２位 鈴木修二郎 打瀬中 6m23 ＋3.6

5m99＋1.5大会新

中学男子砲丸投

第１位 佐伯拓哉 花園中 8m88

第２位 中村健人 真砂第一中 6m76

大竹選手

ＢＬＡＮＫＥＲ

４×400ｍＲ

ＢＬＡＮＫＥＲ

今回の大会は全国大会のリハーサルと位置づけ公

認審判員を含め１２０名の役員で運営しました。

審判長はトラックは寺嶋儀明氏、フィールドは

根本鉄雄氏に依頼、ほぼ競技日程通りに進行する

ことができました。大会新も１０種目にわたり更

新することができました。

全国大会の申込者が当初予想したより少なかっ

たものの当日だけで６０名近い応募がありました。

課題としては、情報処理の時間が多くかかり過

ぎ、記録の発表が遅れたことがあげられます。ま

たアナウンサー席をスタンド上段の司令室にした

ため表彰係との連絡が上手く行かず最初は滞って

しまったこと、更に腰ナンバーの配布場所を第一

コーナー付近にしたためランナーが本部の前を通

るなどの問題も発生しました。

１１月の全国大会に向け、アナウンサー席をグ

ランドに下ろすことや情報処理や記録係の連携に

ついての打合せを蜜に行なう等の改善が必要となっ

ています。また補助員を多く確保し、スタートリ

ストの配布や腰ナンバーカードの回収を円滑にす

る等の改善も必要となりました。

女子の記録は次回に掲載を予定しています



５月２６日（水）城丸章夫先生（千葉大学名誉

教授・教育学 新日本スポーツ連盟顧問）が亡く

なられた。享年９３歳。

先生は１９１７年、石川県に生まれる。生家は

浄土真宗の寺、生まれながらにして農民や庶民の

側に立つ思想の中で、幼少そして多感な旧制中学

時代を過ごされました。

私が城丸研究室の門を叩いたのは大学２年生の

春、所属していたラグビー部のワンマンな部長の

運営方法と当時流行していた“しごき”に耐えか

ね愚痴を聞いてもらおうとの事からでした。

｢そんな部なら辞めてもしかたないね。｣と慰めて

貰えるのではないかとの淡い期待もあったのです。

ところが先生の「そんなもんだよ。」とのそっ

けない返事に唖然！そして「東京帝大では体育会

の学生は一般の学生にスポーツの面白さを教えて

いたもんだ。」更に『スポーツはみんなのもので

なくてはならないんだよ。』と諭してくれました。

私にとって、先生との出会いがなければ、そし

て「そんなもんだよ。」との一言がなければラグ

ビー部を辞め、全く違った人生をおくっていたの

ではないかと思います。先生の『スポーツはみん

なのもの』『スポーツは万人の権利』という考え

はその年の１１月新日本体育連盟（当時）の創立

宣言に反映されていたのです。

結局、大学卒業までの４年間をラガーとして在

籍、そのまま体育教師としての道を歩むことにな

りました。そして２８歳の時、青年運動の先輩か

らスポーツ連盟千葉県連盟の再建に力を尽くすよ

う依頼され６０代半ばの現在まで連盟一筋の道を

歩むことになりました。（次号は先生の偉業について）

６月２８日（月）に３月の県連盟総会以後初め

ての理事会が開催されました。

この日の理事会には仕事の都合で参加できなかっ

た４名を除く１５名の理事が出席、総会以後の春

のスポーツ活動の総括と第４６回千葉県スポーツ

祭典についてその方針の確認をしました。

春の活動では、青葉の森リレーマラソンでも明

らかになったように、スポーツ要求はかってなく

高まっており連盟活動が更に期待されていること

が報告されました。

（真剣に討議をする各協議会からの理事）

野球協議会からは協議会結成以来初めてと思わ

れる完全試合が達成されたことも報告されました。

また、理事会では今年１１月２７日（土）、千

葉県連盟創立４０周年記念行事を開催するにあたっ

ての意義の確認と実行委員会の立上げについて論

議されました。

記念行事はただやればよいのではなく、新しい

千葉県連盟の担い手を育てること、将来の連盟の

姿をイメージする大切さ等が話し合われました。

実行委員には各協議会から代表を選出すること

も確認しました。実行委員長は浅沼理事長が兼任

し、実行委員会は８月から月１回の割りで開催さ

れます。

第４６回スポーツ祭典の宣伝ビラは今年からＡ

４判カラー印刷となります。今までのような詳し

い内容は掲載されていませんが、カラーで見やす

いものとなります。今までの労働組合や民主団体

だけでなく、スポーツ店や公共施設にも置かせて

もらえるように工夫することが求められています。

城丸章夫氏を偲ぶ（１）
事務局長 金子泰夫

第２回理事会開催



○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）

７月 ４日（日）野球協議会リーグ戦

選抜東日本サッカー大会

テニスクラブ対抗戦

７月１１日（日）野球協議会リーグ戦

７月１７日（土）ミックス団体戦（バドミントン）

７月１８日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

反核平和マラソン

７月２５日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

８月 １日（日）野球協議会リーグ戦

８月 ７日（土）祭典・テニス大会

８月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

８月１４日（土）祭典・バドミントン大会

祭典・テニス大会

８月１５日（日）野球協議会リーグ戦

８月２１日（土）祭典・卓球大会（団体戦）

祭典・テニス大会

８月２２日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会

８月２８日（土）祭典・テニス大会

７ ・ ８ 月 行 事 予

第４４回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過


