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男子一部優勝 植竹・蜂谷組（敬愛学園）
女子一部優勝 中井・荒木組（ラディッシュ）
第４６回スポーツ祭典バドミントン大会
１２月に開催される全国スポーツ祭典・バドミ

男子３部

ントン大会の予選を兼ねた千葉県スポーツ祭典・

第１位

鶴岡・花井組（ピース）

バドミントン大会は８月１４日（土）四街道総合
公園体育館で開催されました。

第２位

宮本・森下組（千葉英和高校）

お盆の時期で、更に個人戦と言うことから参加
者は多くはありませんでしたが、男子１部に７ペ

女子１部
第１位

中井・荒木組（ラ･ディッシュ）

女子２部

ア、２部１６ペア、３部２ペア。女子１部１ペア、
２部４ペア、３部９ペアが集まりました。

第１位
第２位

居田・古川組（ＴＢＣ）
千葉・斉藤組（ピース）

男子は２．３部の合同、女子は１．２部の合同

第３位

木村・佐野組（フェアリー）

でリーグ戦の後、決勝トーナメントを行ないまし
た。

女子３部
第１位
第２位

榎本・小林組（RASUKARU’S)
鈴木・滝 組（RASUKARU’S)

第３位

塩出・浅野組（揚羽）

女子シニアＡ（４０代）
第１位

坂巻・千川（スピーカーズ）

第２位

塚原・野村（スピーカーズ）

第３位

杉田・荒

（小倉台バドミントン）

女子シニアＢ（５０歳代）
第１位

東山・守屋組（ＣＢＣ）

全国バドミントン大会には

Ｔ－ｒｉｓｅ、

凸凹フレンズ、スピーカーズ、フェアリー等
試合結果は以下の通りでした。

のチームから出場希望が出されています。

男子１部
第１位

植竹・蜂谷組（敬愛学園）

全国スポーツ祭典バドミントン大会

第２位
第３位

斉藤・紙谷組（ピークスポーツ）
杉田・仙田組（小倉台バドミントン）

期

日１２月４日（土）～５日（日）

会

場

静岡県

内

容

混合ダブルス・一般 混合ダブルス
シニア 男女ダブルス・一般等

締

切

11月5日 申し込みは千葉県連盟まで

男子２部
第１位

今村・佐藤組（Ｔ－ｒｉｓｅ）

第２位
第３位

瀧澤・田野組（Ｔ－ｒｉｓｅ）
相馬・榎澤組（凸凹フレンズ）

掛川さんり～な

全国大会出場をかけ激戦
千葉県スポーツ祭典・卓球大会
第２８回全国スポーツ祭典・卓球大会の予選会

個人戦

は、残暑の続く８月２１日（土）千葉・ポートア

男 子壮年Ｂ（３５ ～３９歳）（５ 名）
古庄正明・日暮晋一・古市浩司（以上ＴＲＦ）

リーナで開催されました。
３年目を迎えた千葉ポートアリーナでの個人戦

石川雅尚（木更津クラブ）西倉遊星（ＦＣＣ）
男 子壮年Ｃ（４０ ～４４歳）（４ 名）

には、東京での全国大会とあって昨年より約３０

原田

名多い２１４名の申し込みがありました。

晴・小柴雄司（以上ＫＣＰＣ）

今年の特徴は昨年同様、一般男子の参加者が多

博（木更津クラブ） 小山一宏・谷口清

男 子壮年Ｄ（４５ ～４９歳）（５ 名）
小林哲也・伊藤勝視（以上木更津クラブ）
菊池浩彰（ＦＣＣ）安徳 保（ＫＣＰＣ）
安永政弘（エリア２２）
男 子壮年Ｅ（５０ ～５４歳）（６ 名）
西田忠洋・手島猛（以上千葉クラブ）岡野淳一
（ＴＲＦ）岸 行洋（木更津クラブ）井坂幸彦・
上岡充直（ＦＣＣ）
男 子壮年Ｆ（５５ ～５９歳）（４ 名）
新田康博（千葉クラブ）川内信一郎・吉田文春
（以上ＦＣＣ）金子明史（エリア２２）

かったこととがあげられます。もちろんベテラン

男 子壮年Ｇ（６０ ～６４歳）（６ 名）
栗原 修（ＦＣＣ）田中重喜・鈴木利昭（以上

選手の活躍も目立ちました。また昨年見られた当

卓愛会）山口春男（個人）渡部秀樹（中央クラ

日棄権がほとんど無かったこと、更に試合の進行
に選手自身が慣れ、自主的に試合を進めていたこ

ブ）堀田伸吉（ＡＯＫクラブ）
男 子壮年Ｈ（６５ ～６９歳）（４ 名）
熊谷昭五・上村博（以上なのはな君津）小野恒

とでした。
オープン大会には１４０名のエントリーがあり

靖（富津クラブ）高橋敏雄（中央クラブ）

ました。オープン大会の終了が当初午後６時を過
ぎるのではないかと心配されましたが、予選会の
進行がとても早かったため、３時を過ぎには大半
の試合を終了させることができ、締切日前の申込
者をお断りしなくても良かったと思うほどでした。
全国大会に出場する選手は以下の方々です
男子一般（１３ 名）
山田芳宏・貞松孝治・阿部淳一・星野和洋・篠
田幸司・神谷一成・鈴木崇史（以上ＴＲＦ）礒
部聡司・高木剛（以上

プリズンブレイク）元

山湧生（流通経済大）角田浩司（千葉クラブ）
濱田孝祐（翼の丘ＴＴＣ）高橋佑典（ＦＣＣ）
男子壮年Ａ（３ ０～３４歳）（ ６名）
相川孝介・藤本三千郎・河本相旭（以上木更津
クラブ）

鈴木大介・石塚雄吾（以上プリズン

ブレイク）角田隆史（ＴＲＦ）

女 子一般（１０名 ）
角田瞳（千葉クラブ）村山真実・高橋理奈・野
澤彩花（以上ＭＫＦ）

佐藤香織・小畑佑子・

永見悠（青卓会）伊藤真純・大野瑞季（ＦＣＣ）
小林美結（木更津クラブ）

クラブ紹介

千葉北ブルス

年経ちますが、毎年、役員の方々を中心に大会運
営や球場の確保等、大変感謝しております。

千葉県野球協議会
前号に続き千葉県野球協議会加盟のチームを紹
介します。７月１９日（祝）に四街道総合公園野
球場で行なわれていた第４４回全国軟式野球大会
千葉県大会会場にお邪魔しました。
１．クラブ名

千葉北ＢＵＬＬＳ

２．代表者

石川

秀弥

３．連絡先
千葉市花見川区
４．チームの概要
千葉北高校野球部の同期で２０歳の時に結成し
ました。ユニホームを作製するときに、デザイン

（勝てたと思った試合でしたが、７回裏に急きょ
追いつかれ苦笑いのナイン）

に似合うＢから始まる単語を探してＢＵＬＬＳ
（ブルス）に決まりました。

ピッチャー

現在は、結成時のメンバーと友人、後輩で活動

秋葉選手

しています。登録メンバーは２５名いますが、仕
事や家庭サービスなどの都合により、出席者は９

キャッチャー
関野選手

～１１名です。
若い頃は、まったく練習をしませんでしたが、結

バッター
キャプテン
の石川選手

第４４回全国軟式野球大会
（試合後集まっていただきました）
成時のメンバーも４０歳を過ぎ、怪我防止のため

期日

１１月６日（土）・７日（日）

会場

大田スタジアム 八王子富士森公園市
民球場 戸田市笹目球場他

競技方法

大会前に１．２回練習をしています。

競技は７回。ただし回数に関係なく原

５．クラブのアッピール（１０年度の抱負等）
チームの結成当初から、参加する大会は常に優

則として試合開始後１時間４０分を越
えて新しい回は開始しない。同点の場

勝を目指しています。１部リーグ、トーナメント

合は特別試合を行なう。

ともに強いチームが多く、チームの平均年齢も上
がって厳しい状況ですが、ベテランの維持で頑張
ります。

出場資格
ブロックで選出された代表チームと主
管推薦チームによる１６チーム

６．その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

参加費

盟に期待すること）

キャプテン会議

新日本スポーツ連盟に参加させていただき１７

１チーム

３０．０００円
１１月５日（金）

女子壮年Ａ（３ ０～３４歳）（ ４名）
山田美左江（木更津クラブ）佐藤友美・松元朋

陸上競技大会女子の記録

美（ＦＣＣ）
女子壮年Ｂ（３ ５～３９歳）（ ４名）
藤本貴子・小林ゆかり（木更津クラブ）仲森昌
子（カトレア）松舘恵美（翼の丘ＴＴＣ）
女子壮年Ｃ（４ ０～４４歳）（ ３名）
鈴木浩美（木更津クラブ）佐藤弘子（さざんか
クラブ） 齋藤博美（富士ＡＥクラブ）
女子壮年Ｄ（４ ５～４９歳）（ ４名）
梶山葉子（蘇我プラザ）永野千恵子（アクアマ
リン）近藤晴美・中村律子（富士ＡＥクラブ）
女子壮年Ｅ（５ ０～５４歳）（ ４名）
鈴木信子（フォルテ）大久保尚子（木更津クラブ）
西山しげり（ゆうゆうクラブ）手島寿子
（千葉クラブ）
女子壮年Ｆ（５ ５～５９歳）（ ７名）

春に開催された千葉県スポーツ祭典・陸上競技
大会の女子の記録は以下の通りでした。
一般女子１００ｍ
第１位

越川このみ（千葉英和高）14.41－2.6

第２位
第３位

一木ゆかり（千葉商業高）14.43
山口 えり （千葉英和高）15.02

一般女子２００ｍ
第１位

伊藤 桃子 （花園中）

27.83 -1.7

第２位
第３位

竹内明日香（花園中）
後藤 悠子 （BLANKER)

28.23
30.86

一般女子８００ｍ
第１位

佐伯 京子（ポポロＡＣ）2.49.29

第２位 青木 昭子（土気ＴＦＣ）3.03.09
一般女子１５００ｍ

坂本孝子（松戸さざんか）三浦幾子（フォルテ）

第１位

菅 由美子（館山市陸協）4.57.15 GR

小林美由起（千葉クラブ）久保登志子（ウェル）
堀澄江（青卓会）矢島清子（ユーカリクラブ）

第２位
第３位

二上 稚菜（帝京平成大）5.25.60
高谷 沙莉（千葉英和高）5.34.85

目原美幸（幸）
女子壮年Ｇ（６ ０～６４歳）（ ５名）
五十嵐昭子・金子好子（千城クラブ）竹内久美
子（千葉ＴＨＩＮＫ）浦部淑子（幸）高橋美樹
子（中央クラブ）
女子壮年Ｈ（６ ５～６９歳）（ ４名）
児玉とも子・大野和子（好卓会）和地祐子（西
船レディース）岡本博子（青野クラブ）
女子壮年Ｉ（７ ０～７４歳）（ ４名）
石渡利子（松戸さざんか）楠田ユキ（かずさ）
三好清子（千葉ＴＨＩＮＫ）宮田房子（市川フ
レンズ）

一般女子５０００ｍ
第１位

片山 麻美 (AC・KITA)

第２位
第３位

佐藤麻衣子(AC・KITA) 18.48.47
関口 泰子（ポポロAC） 20.10.35

18.38.25

中学女子１００ｍ
第１位
第２位

加藤 瑠香（富津ふれあいジュニア）13.64－2.0
城田 崩 （打瀬中）
13.70

第３位

伊藤 桃子（花園中）

13.75

中学女子１５００ｍ
第１位
第２位

垣屋 琴美 （幸はやぶさ）5.12.88
佐伯真由美（真砂一中） 6.04.16

第３位

北澤

碧

（花園中）

6.32.59

小学女子１００ｍ
以上の他にフリーエントリーとして出場する選手
男子壮年Ｉ（７ ０～７５歳）

第１位
第２位

山崎 千穂（轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ)14.88 -3.6
杉浦 桃香（幸はやぶさ）15.12 -3.6

森田宣輝（茂原クラブ）野本 翠（タウンズエ

第３位

斉藤愛真音（ｱｸｱ･ｱｽﾚﾁｯｸ)15.13 -4.0

イト）高橋与三郎（西小中台卓球部）塩野武夫
（千葉クラブ）永井弘祐（中央クラブ）神田寛

小学女子１０００ｍ
第１位 尾形奈那美（富津ふれあいジュニア ）3.17.95

（菊間卓球クラブ）

第２位

藤本

優（轟ｱｽﾘｰﾄｸﾗﾌﾞ)

3.38.76

男子壮年Ｈ（７ ５～７９歳）
永田冬彦（南房総市）松林八康（茂原クラブ）
女子壮年Ｈ（７ ５～７９歳）

第３位

野中菜央（幸はやぶさ）

3.41.29

早川和子・牧野美子（千葉クラブ）

全国 大会 での 奮闘を 期待 しま す。

※フィールド
種目は省略します

城丸章夫先生を偲ぶ（３）
事務局長 金子泰夫
戦後、先生は千葉大学教育学部に在籍、千葉大
学付属中学校の校長として復職します。
そして戦前の軍国主義教育から民主主義教育の
基礎づくりに取組み始めました。日本教職員組合
の講師としても名を連ね、家庭科の教科書づくり

創立４０周年記念行事記念講演

大野晃氏の紹介
１９７１年毎日新聞社に入社
新潟支局、東京本社社会部、東京本社整理本
部記者を経て７８年から東京本社運動部記者
ラグビー、バレーボール、水泳など永く担当。
９２年から同部編集委員、副部長、論説室員

にも携わったとお聞きしています。

などを歴任。２０００年２月を期して、毎日新

付属中学校では校庭に「日の丸」を堂々と掲げ
ました。「ＧＨＱから禁止の命令が来るかと覚悟

聞社を退社し、日本スポーツ・ジャーナリズム
研究会を設立。

していたけど、結局来なかったね。」「《君が代》

８０年モスクワ五輪ボイコット、８１年名古

は話にならんが日の丸は本来は民主勢力が大切に

屋五輪誘致失敗、８２年インド・アジア大会、

守るべきものだった。」とお話しされたのは驚き
とともに心に残っています。

８４年ロス五輪、８８年ソウル五輪、９２年バ
ルセロナ五輪などオリンピックを中心としたア

先生は戦前の教育のどこに問題があったのかを

マチュアスポーツを第一線で取材を続け、この

検証するため軍隊教育の徹底した研究を行ないま
した。一言で言えば軍隊では戦術・戦略は一切教

間、日本体育協会の変質など日本のアマチュア
界の大きな変化をその都度批判し、注目を集め

えなかった。教えたのは『服従』それも『全人格

た。

の服従』だったこと。日本の指導者や軍にとって

約５ヶ月にわたり、激変の東欧スポーツ事

は権利や人権などはとんでもないことで、ひたす
ら天皇の為に死ぬことを教えたとのことでした。

情をレポートした「ステートアマ消滅」「エリー
ト主義の破産」はバルセロナ五輪の事前連載企

先生は体育教育にも熱心に取り組み「体育教育

画として評価を受け、９２年度「ミズノ・スポー

の本質」を出版します。そして１９６５年の新日
本体育連盟の創立宣言に参画、《体育・スポーツ

ツライター賞」２度目の受賞となる。
１１月２７日（土）の講演では現在の日本の

が少数の人の独占物であった時代は過ぎました。

スポーツの問題点を縦横無尽に解明、今後の日

それはスポーツは万人の権利で無ければなりませ

本のスポーツ界のあるべき姿を論じていただけ

ん》と言う有名な文言を起草したのです。
私が退職し、連盟に全面的に関わるようになっ

るものと期待しています。なおお聞きいしたい
内容があれば事務局までお知らせ下さい。

た頃「新体連が結成したときはせいぜい４～５年
も持てば良いと思っていたよ。」と嬉しそうに笑っ
ておられたのを忘れることができません。
また「反核マラソンはやっちゃいけないとは言
わないけれど、あくまで応用でなければいけない。」
とスポーツ団体としてのあり方も諭されました。
先生の亡くなる直前の言葉は「面白かった。」
そうです。先生の撒いた種はスポーツだけでなく、
教育や労働運動そして民主運動全般に亘っており、
撒いた種が着実に育っていくのを見ることは「面
白かった。」ことに違いありません。
なお、最後になりますが幼児の時に他界した父
に代わる私にとって父親のような存在でもありました。
先生のご冥福をお祈りし、３回にわたる記事を

先生（前列右から３人目）を囲んで
この年８８歳

（研究室の仲間と共に）

終わらせていただきます。

９・１０月行事予定
９月

５日（日）野球協議会プレイオフ

１０月

３日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

９月１２日（日）野球協議会プレイオフ

１０月

９日（日）祭典・バレーボール大会

祭典・サッカー大会
９月１９日（日）野球協議会プレイオフ

１０月１０日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）
祭典・サッカー大会

祭典・サッカー大会

祭典・サッカー大会
９月２０日（祝）野球協議会リーグ戦決勝戦
祭典・バレーボール大会
９月２３日（祝）祭典・卓球大会
祭典・野球大会（トーナメント戦）
９月２６日（日）祭典・テニス大会（予備日）
祭典・野球大会（トーナメント戦）

祭典・サッカー大会

１０月１１日（祝）祭典・野球大会（トーナメント戦
祭典・バレーボール大会
１０月１７日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦
サッカー協議会リーグ戦
１０月２４日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦
祭典・かずさ卓球大会

第４４回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過
○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）

