
第８回目を迎える今年の反核・平和マラソンは

海の日の前日にあたる７月１８日（日）千葉都市

モノレール「スポーツセンター駅」から「稲毛海

浜公園」までを平和を訴え走りました。

（出発前 ランナーとスタッフが集まりました）

今年は青葉の森リレーマラソンに参加した《上

市場でれすけ倶楽部》９名が参加した他、千葉労

連から２名の若者が初参加。アナウンサーも含め

スタッフにも若者が参加。まさに老若男女２８名

が集いました。また今年は、出発時に『若松太鼓

ファンタジー』の小学生による太鼓の応援があり、

元気に出発することができました。

一行はモノレール作草部駅から千葉中央公園へ。

そして千葉駅のある富士見町、千葉市役所、幸町

団地、高洲団地を経て海水浴で賑わう稲毛海浜公

園までの約１１ｋｍを今年も賑やか？に平和を訴

え、さっそうと走り抜けました。

昨年は千葉市内を歩く『平和行進』とのエール

交換は出来ませんでしたが、今年は千草台団地の

集会場前で１００名を超える一行を待ちうけ拍手

で激励しました。

お面を被り

楽しく走る

ランナー

（中央モン

ペ姿）

上市場倶楽部からは

ワインの差し入れも

ありました。

走り終わった後は公園の木陰で恒例のビールに

よる乾杯！平和への思いだけでなく、ランニング

の交流にも話題が弾みました。

今後の課題としては参加者を他県の様に４０名、

５０名ともっと増やすことや自治体からの協賛の

メッセージを戴くことも検討したいと考えていま

す。感感感感想想想想ををををおおおお聞聞聞聞ききききししししままままししししたたたた。。。。
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若者も大いに平和をアッピール
第８回反核・平和マラソンを開催

街中を大勢で走るのは新鮮で楽しかったで

す。のんびり走るのもいいなと思いました。

市場でれすけ倶楽部 井上久美子さん

最後の休憩所でもらった角砂糖のおかげで

走りきることが出来ました。最後の感想交流

会でも出されましたが、平和でなければスポー

ツもできないと思います。また来年も平和を

訴えるこの反核マラソンに参加したいと思い

ます。 民医連 郷野 仁さん



２０１０年度の春季空手大会は７月４日（日）

千葉市稲毛区にある宮野木スポーツセンター・体

育館にて開催されました。

毎年恒例のこの大会には１０団体が参加。小学

生から一般有段まで１５０名を越す選手が「形」

「組手」の競技を行ないました。

また最後に７団体（チーム）による団体戦も行

なわれました。

（試合に先立つ開会式の様子）

結果は下記の通りでした。

「形」の結果
小小小小学学学学１１１１年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 徳永 愛心（拳夢館）

準優勝 堀内 亮男（森谷塾）

第三位 中薗遼太郎（森） 同 鈴木健太（夢）

小小小小学学学学２２２２年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 中岡日菜子（拳夢館）

準優勝 小路口 蓮（国武館）

第三位 木本瑠偉（国） 同 平子敦也（夢）

小小小小学学学学３３３３年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 鴻野 快斗（森谷塾）

準優勝 堀内 裕大（森谷塾）

第三位 長尾 椿（真） 同 庄田伊吹（国）

小小小小学学学学４４４４年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 高木 大聖（真心会）

準優勝 秋山 響希（拳夢館）

第三位 津畑銀次（夢） 同 岡田真林（夢）

小小小小学学学学５５５５年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 有田 誉 （国武館）

準優勝 野田 千尋（拳夢館）

第三位.佐藤駿祐（錬）同 新井一麦（真）

小小小小学学学学６６６６年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 戸張 紗英（錬極館）

準優勝 池澤 元太（幸心館）

第三位 庄田悠人（国） 同 木本珠莉亜（国）

中中中中学学学学生生生生のののの部部部部

優 勝 野田 涼太（拳夢館）

準優勝 城井 杏子（拳夢館）

第三位 牧野 樹（夢） 同 中堤佑哉（夢）

一一一一般般般般女女女女子子子子のののの部部部部

優 勝 笠原 淑子（真心会）

準優勝 新井 千絵（真心会）

第三位 秋元冬美（錬） 同 藤 香里（錬）

一一一一般般般般有有有有級級級級のののの部部部部

優 勝 中薗 哲郎（森谷塾）

準優勝 高木 和志（真心会）

第三位 久住呂信彦（夢） 同 堀内郁也（森）

一一一一般般般般有有有有段段段段のののの部部部部

優 勝 三橋 基弘（錬極館）

準優勝 岩崎 聖二（拳夢館）

第三位 松田 翔（大） 芦田 弘（真）

「組手」の結果
小小小小学学学学１１１１年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 徳永 愛心（拳夢館）

準優勝 鈴木 健太（拳夢館）

第三位 笹野 俊（鷹） 同 石井兼朗（森）

団体戦 優勝 拳夢館
空空空空手手手手協協協協議議議議会会会会がががが春春春春季季季季空空空空手手手手大大大大会会会会をををを開開開開催催催催



久々に千葉県野球協議会に加盟しているチーム

を紹介します。

７月１９日（祝）第４４回全国軟式野球大会千

葉県大会も順調に進んでいる四街道総合公園野球

場で試合をしていたチームにお聞きしました。

① チーム（クラブ）名 アルティメッツ

② 代表者 太田隆史

③ 連絡先 西東京市富士町

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）

アルティメッツは地元である貝塚中の同窓仲間

を中心に１９９８年にチームを結成し、今年で１

２年目を迎えます。

チームの活動は試合が中心です。

このチームは、個性豊かなメンバーが揃っている

ので、メンバーの個性がうまく調和してチームの

まとまりを生んでおり、野球を純粋に楽しめる集

団だと感じています。

プレースタイルも、しぶとい打撃でコツコツつな

ぐ野球がチームの特徴であり、長打こそ期待でき

ない半面、全員がつなぐ意識を持っており、チー

ムワークがあってこその特徴だと思っています。

（ ７回裏２アウト

後、それまでの劣

勢を一気に挽回し、

同点に持ち込み盛

り上がるベンチ）

⑤ ２０１０年度のシーズンは２度目の１部昇格

ということもあり、前回昇格時よりも好成績を目

指して挑みましたが、やはり１部の壁は厚く、結

果を残せていません。しかし手ごたえを感じてい

る部分もあり、残りのシーズンではその部分を生

かして全勝する勢いで頑張っていきたいと思って

います。

（ﾋﾟｯﾁｬｰ 岩淵 ｷｬｯﾁｬｰ 市川のバッテリー）

バッター中村さん

バッター鈴木さん

クラブ紹介

アルティメッツ
千葉県野球協議会

第３４回全国選抜軟式野球大会

千葉県大会
期 間 ９月２０日～１１月２８日

会 場 天台球場 千葉市内の球場

試合方法 トーナメント方式

参 加 費 １７０００円（関東・全国大会費

保険料・審判費用・球場使用料）

締 切 ９月 ５日 必着 先着順受付

ｷｬﾌﾟﾃﾝ会議 ９月１１日（土）午後６時～

（千葉県スポーツ科学センター）

後 援 千葉県・同教委 千葉市・同教委



小小小小学学学学２２２２年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 牧野 望 （拳夢館）

準優勝 平子 敦也（拳夢館）

第三位 竹本克輝（錬） 同 森島悠太（錬）

小小小小学学学学３３３３年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 堀内 裕大（森谷塾）

準優勝 庄田 伊吹（国武館）

第三位 佐藤滉介（大）同 速永一真（袖）

小小小小学学学学４４４４年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 池沢 海 （幸心館）

準優勝 石井 大和（鷹武館）

第三位 正腰琉成（鷹） 同 中山太陽（幸）

小小小小学学学学５５５５年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 野田 千尋（拳夢館）

準優勝 登崎 駿太（錬極館）

第三位 佐藤駿祐（錬） 同 有田 誉（国）

小小小小学学学学６６６６年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 池沢 元太（幸心館）

準優勝 佐藤 涼凪（幸心館）

第三位 戸張紗英（錬） 同 木本珠莉亜（国）

中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 大草 達也（拳身会 小中台支部）

準優勝 中堤 佑哉（拳夢館）

第三位 前田優希（真）同 吉田虎太郎（錬）

中中中中学学学学２２２２・・・・３３３３年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 野田 涼太（拳夢館）

準優勝 根本 晃太（幸心館）

第三位 牧野 樹（夢） 同 板倉弘一郎（袖）

一一一一般般般般女女女女子子子子のののの部部部部

優 勝 城井 杏子（拳夢館）

準優勝 笠原 淑子（真心会）

第三位 藤 香里（錬） 同 秋元冬美（錬）

一一一一般般般般有有有有級級級級のののの部部部部

優 勝 高木 和史（真心会）

準優勝 榎本 武史（袖ヶ浦拳友会）

第三位 嶋田健（夢）同 早川侑希（大）

一一一一般般般般有有有有段段段段のののの部部部部

優 勝 三橋 基弘（錬極館）

準優勝 坂部 亮介（袖ヶ浦拳友会）

第三位 大菅敏正（真） 同 松田 翔（大）

団体戦の結果
優 勝 拳夢館

（牧野（望）中岡 野田（千） 牧野（樹）野田〈涼））

準優勝 幸心館

（須藤 池沢（海）田口 池沢（元）根本）

第３位 森谷塾

（中薗 堀内 菅原 中村 大岩）

第３位 袖ヶ浦拳友会

（榎本 速永 板倉 3名でｴﾝﾄﾘｰ）

（団体戦 優勝 拳夢館）

（団体戦 準優勝 幸心館）

団体戦の様子

今回の大会に向けて、５月２３日（日）審

判講習会を行い、審判技術向上に向けた取組

みがなされました。今までに比べ前進面は大

いにありましたが、引き続き審判員の技術向

上が課題となっています。次次次次回回回回のののの大大大大会会会会はははは１１１１２２２２

月月月月５５５５日日日日千千千千葉葉葉葉県県県県総総総総合合合合ススススポポポポーーーーツツツツセセセセンンンンタタタターーーー体体体体育育育育館館館館でででで

のののの千千千千葉葉葉葉県県県県ススススポポポポーーーーツツツツ祭祭祭祭典典典典・・・・空空空空手手手手大大大大会会会会ととととななななりりりりまままますすすす。



浄土宗のお寺で生まれ、農民の生活を身近に感

じながら成長した先生は東京帝国大学に進学、そ

こでマルクスの『資本論』に出会うのです。

「学生時代は資本論を読んでばかりいて授業には

ほとんど出席しなかったよ。」と『非核の千葉』

事務局長の野口宏氏に“告白”したとの事ですが、

私も先生からその様な話を聞いたことがあります。

ある時、友人（その後千葉大名誉教授となった

岩沢氏）と宮本百合子宅に行ったこともありまし

た。「岩沢はね、百合子の偉大さに圧倒され緊張

のあまり腰をぬかしていたよ。」と笑っておられ

ました。勿論先生も相当なショックを受けられた

ようです。その当時、夫の宮本賢治は網走の監獄

に入れられていたはずですから。

また、戦前最大の言論弾圧事件であった横浜事

件の時には特高警察につかまり取り調べを受けた

こともありました。先生は例の“のらりくらり”

の論調で特高を煙に巻いて逮捕を免れたのですが、

「俺たちは多喜二を殺したんだ。」「主義者は殺

しても良いことになっている。」と脅されたのに

は本当に怖かったと話されていました。「それに

比べたら軍隊なんかどんなに殴られても怖く無かっ

たよ。命を奪うことはなかったからね。」とも話

されていました。

大学卒業後、東京下町（墨田区）の小学校の教

員となり１年生の担任をされました。戦争が激し

くなり教師も戦地に派遣される時代となり、城丸

先生も本土防衛の小隊長として九州の海岸警備に

就くのです。

先生の右足が不自由なのは銃撃戦の結果ではな

く、夜中に小用で外に出た折り、古井戸に落ち脊

髄を損傷、以後ツエなしでは歩行できない体になっ

てしまったからです。私はその話をお聞きし、笑

うに笑えなかったことを覚えています。

結局陸軍病院で終戦を迎えたのですが、退院後

召集前に通勤していた地域に行き愕然とするので

す。教え子が全員空襲（東京大空襲）で死んでい

たのです。ところが戦争推進者である政治家は何

の反省していない。「わたしは腹が立って腹が立っ

て！」と本当に怒っていたのは忘れることができ

ません。先生の“命”を大切にする教育、体育教

１９７０年１１月に千葉県連盟が創立されてか

ら今年で４０年目となりました。

昨年３月の県連盟総会で決定し、今年の総会や

先日の理事会でも確認されているように創立４０

周年記念行事を下記の様に企画することになりま

した。種目によっては県連盟のスポーツ祭典や全

国祭典の大会当日と重複しますが、県連盟の足取

りを学びつつ、新たな連盟づくりのために大いに

成功させたいと考えております。

育の原点もここにあったのではないでしょうか。

城丸章夫氏を偲ぶ （２）
事務局長 金子泰夫 ４０周年記念行事の内容

レセプションの内容
期期期期 日日日日 ２０１０年１１月２７日（土）

会会会会 場場場場 ホテル・ポートプラザ千葉

内内内内 容容容容 記念講演 午後３時より

講師 大野 晃氏

元毎日新聞スポーツ記者

題 未定

レセプション 午後５時より

オープニング（若松太鼓・空手演舞）

来賓挨拶

各協議会からの挨拶

参参参参加加加加費費費費 記念講演のみ １０００円

レセプション ７０００円

（記念講演・記念誌代 レセプション）

記念誌の発行
新日本スポーツ連盟（千葉県連盟）との

接点、想い出、スポーツ活動に対する提案、

展望・夢等を掲載予定。

記念行事の際、配布予定。

１９４７年 新潟県新潟市生まれ。

早稲田大学政経学部卒

１９７１年 毎日新聞社入社 ７８年から東

京本社運動部記者 ９２年から

同編集委員、論説委員などを歴任。

アマチュアスポーツを第一線で取材。

大野 晃氏の紹介（（（（詳詳詳詳ししししくくくくはははは次次次次号号号号））））



○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）

８月 １日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

８月 ７日（土）祭典・テニス大会（女子Ｓ）

（壮年男子Ｓ）

８月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

８月１４日（土）祭典・バドミントン大会

祭典・テニス大会（男子Ｓ）

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（個人戦）

祭典・テニス大会（女子Ｄ）

８月２２日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（混合Ｄ）

祭典・サッカー大会

８月２８日（土）祭典・テニス大会（男子Ｄ）

８月２９日（日）祭典・サッカー大会

野球協議会リーグ戦

９月 ５日（日）祭典・サッカー大会

９月１２日（日）野球協議会トーナメント戦

祭典・サッカー大会

９月１９日（日）野球協議会トーナメント戦

祭典・サッカー大会

９月２０日（祝）野球協議会トーナメント戦

祭典・バレーボール大会

９月２３日（祝）祭典・卓球大会（男女Ｄ）

野球協議会トーナメント戦

９月２６日（日）野球協議会トーナメント戦

祭典・サッカー大会

８・９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




