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１４９ペアが集う

千葉県スポーツ祭典卓球大会ブルス戦
千葉県卓球協議会

に楽しもうとの主旨で開催した、恒例のダブルス
大会は９月２３日（祝）千葉公園体育館で開催さ

４部（１２１歳 以上）
第１位 野田・田中組（卓愛会）
第２位 竹村・田中組（船橋卓友会）

れました。

第３位

全国スポーツ祭典の予選会としてでなく、大い

昨年までは男女ダブルスと混合ダブ

ルスの両方を行っていましたが、混合ダブルスは
他の地域でも開催されていることから今年は男女

永澤・小林組（かずさ）

女子ダブルス

ダブルスのみの大会とし、１つのリーグのペア数

１部（９９歳ま で）
第１位 大野・伊藤組（Ｆ・Ｃ・Ｃ）

を増やしました。今回は男子４８ペア、女子１０

第２位

１ペア合計１４９ペアで行われました。
結果は以下の通りでした

２部（１００～ １１０歳）
第１位 広瀬・今田組（フリーダム）
第２位

佐藤・松元組（Ｆ・Ｃ・Ｃ）

手島・小林組（千葉クラブ）

３部（１１１～ １１９歳）
第１位 砂川・島田組（青野クラブ）
第２位

松崎・加藤組（さくらんぼ）

第３位

長谷川・望月組（カディア）

同
花坂・佐藤組（幸）
４部 その１（ １２０～１２７ 歳）
第１位 金子・五十嵐組（千城クラブ）

男子ダブルス
１部（９９歳 まで）
第１位 小林・高橋組（Ｆ・Ｃ・Ｃ）
第２位
第３位

鳥海・湯本（千葉大学）
渡辺・松井組（Ｆ・Ｃ・Ｃ）

２部（１００ ～１０９歳）
第１位 上岡・島田組（Ｆ・Ｃ・Ｃ）
第２位
第３位

小林・青山組（卓愛会）
貞方・本間組（Ｆ・Ｃ・Ｃ）

３部（１１０ ～１２０歳）
第１位 渡辺・益子組（船橋卓友会）
第２位

児玉・本間組（卓愛会）

第２位

河西・秋庭組（幕張シェル）

第３位
同

今井・湯浅組（フリーダム）
青木・大島組（ＡＯＫクラブ）

４部 その２（ １２８～１３０ 歳）
第１位 岩瀬・湯本組（千城クラブ）
第２位 永見・浦部組（幸）
第３位
同

宮田・米沢（千葉ＴＨＩＮＫ）
阪田・堀田（ＣＴＣ）

優勝

栄町クラブＺ

リーグ戦の雪辱を果たす
第４４回全国軟式野球大会千葉県大会閉幕
３月に開幕した第４４回全国軟式野球大会千葉
県大会が９月２３日に終了しました。

主力を欠いた４部ＺＥＵＳはいいところがなく３
部のＦＣに敗退しました。

大会を振り返り脇村事務局長からコメントをいた

第４４回全国軟式野球大会千葉県代表を決める

だきました。
第４４回全国軟式野球大会千葉県大会は開幕の

決勝トーナメント戦は去る９月２０日、犢橋公園
球場で開催されました。１試合目は一部１位の福

３月７日は雨で中止となり、実質１４日に開幕し

井電機と３部４部プレイオフを制した３部ＦＣと

ました。猛暑日が過去最高の７２日と暑いシーズ

の対戦になりました。先攻の福井電気、１回はヒッ

ンではありましたが、天気には恵まれ雨の影響が
最小限にとどまり例年より３週間以上も早く８月

ト、４球でノーアウト１・２塁とするも後続が抑
えられ先取点を奪えず。その裏ＦＣも先頭打者が

一杯でリーグ戦が終了しました。

ヒットで出塁するも策がなくダブルプレイをきっ

一部は初戦で栄町クラブＺを下した福井電機が負
けなしで初めて一部を制しました。福井電機は完

し３人で攻撃を終了。２回表福井電機は内野安打・
死四球でチャンスをつくり４点を先取。３回、５

封試合が６試合、１試合最高失点が２、１０試合

回にも２点ずつ追加点を奪った福井電機がその後

の失点が５点と抜群の投

１安打に抑え５回コール

手力の成績を残しました。
栄町クラブＺも初戦の１

ド勝ちしました。２試合
目は二部優勝のＣＣＲと

敗だけで決勝ﾄｰﾅﾒﾝﾄにコ

一部２位の栄町クラブＺ

マをすすめ、千葉県代表
の可能性を秘めてリーグ

が１回の裏、４球を足が
かりに２点を先攻し３回

戦２位で終了しました。

に２点、４回に４点追加

二部は大混戦で４位まで

点をあげ、２投手で２安

のチームが優勝の可能性
を残し最終版までもつれ

打完封し５回コールド勝
ちしました。

ました。優勝の可能性を残したチーム同士の最終

決勝は投手戦となり先攻の福井電機が４回ＦＣ

戦を制したＣＣＲが１敗１分で頭一つ抜けだし優

で先取点を奪い、なおも１死満塁のチャンスに追

勝しました。敗れたチームは失点差１で４位とな
り来季の一部昇格を逃しました。

加点を奪えず。その後もチャンスを作るもあと１
本が出ず結局１点止まり。後攻の栄町クラブＺは

三部は最終戦を落としたスクラッチに代わりＦＣ

先発の藤代投手を打てず、３回まで４球の打者一

が優勝しました。四部は９連勝とリーグ加盟３年
目のＺＥＵＳが最終戦は落としましたが危なげな

人しか出塁できず。福井電機が１点で逃げ切りを
はかり温存の遠藤投手を４回から投入するもいつ

く優勝しました。

もの調子にほど遠く、４回の四死球の満塁は何と

優勝争いもさることながら、上位３チームの昇格

かしのぐも５回に２四球後、３番の計良選手にセ

と下位３チームの降格がかかるチームの争いも終
盤に白熱を帯びました。同勝ち点で同率のチーム

ンタ左にクリン―ヒットを打たれ、これをセンター
がつっこみ大きくそらし３塁打とし、４番にもレ

の順位争いは最終的に失点差１点で昇格・降格の

フト前に運ばれ３点を献上。上田・柳沢と必勝継

明暗を分けました。

投の栄町クラブＺがリーグ戦の雪辱を果たし関東

３部４部のプレイオフは８月２９日行われました。 大会に駒を進めました。

⑤

クラブ紹介

parte sur

千葉県サッカー協議会

クラブのアッピール（１０年度の抱負等）
特徴のカウンターだけでなく、細かいパスで相

手を崩せるようになりたいです。
大会としての目標は年間リーグを２連覇するこ
とです。

久しぶりにサッカー協議会のチームを紹介しま
す。８月２９日（日）青葉の森競技場で行われた
スポーツ祭典の会場にお邪魔しました。
残暑厳しい日ではありましたが、元気一杯にピッ
チを走り回っていました。
①
②
③

クラブ名
ｐａｒｔｅ

ｓｕｒ（パルテ

代表者
連絡先

市原市

スール）

山本敦史

創立４０周年記念行事の概要
期
会
内

日
場

２０１０年１１月２７日（土）
ホテル・ポートプラザちば

容
第１部

チームの概要（名前の由来・チームの特徴・
人数・練習日程等）

題

です。練習はほとんど無く、新日本スポーツ連盟
と市原市リーグを両立して頑張っています。

競技者中心のスポーツとは

～自主的スポーツ運動への期待～
スポーツ報道の表裏を縦横に語る

ｐａｒｔｅｓｕｒはスペイン語で『南部』の意

チームの特徴は電光石火のカウンターと運動量

午後３時より

講師 大野 晃氏
元毎日新聞 スポーツ記者

④

味です。ほぼ市原市内でメンバーを構成していま
す。人数は２５名です。

講演会

講演参加のみ１０００円（資料代込）
第２部

レセプション

午後５時より

主催者あいさつ
来賓挨拶
県連盟の概要

記念誌の紹介

懇談
演武（空手）

演奏（和太鼓）

協議会からの挨拶
記念撮影
参加費 ７０００円
（講演会参加・記念誌代込）
参加 者を 募っ てい ます 。会 場の 広 さか ら
７０ 名 し か入 れ ま せん 。 お 早め に お 申 込

（試合のハーフタイムで作戦を練るイレブン）

下さ い 。 現在 す で に３ ０ 余 名の 方 が 済 ま
せ ています。

１０・１１月行事予定
１０月

３日（日）祭典

野球大会

１０月

祭典・サッカー大会
９日（土）祭典・バレーボール大会

１０月１０日（日）祭典・野球大会
祭典・サッカー大会
１０月１１日（祝）祭典・野球大会
祭典・バレーボール大会

１１月

７日（日）祭典・テニス大会

サッカー協議会リーグ戦
１１月１１日（木）祭典・ゴルフ大会
１１月１４日（日）祭典・野球大会
祭典・テニス大会
サッカー協議会リーグ戦
１１月２０日（土）祭典・テニス大会

１０月１７日（日）祭典・野球大会

１１月２１日（日）祭典・野球大会

祭典・サッカー大会
１０月２４日（日）祭典・野球大会

祭典・テニス大会
１１月２７日（土）祭典・テニス大会

祭典・かずさ地域大会

１１月２８日（日）祭典・野球大会

１０月３１日（日）祭典・野球大会
１１月 ３日（祝）全国祭典・陸上競技大会

サッカー協議会リーグ戦
１１月３１日（日）祭典・野球大会

１１月

※１１月２７ 日（土）４０周 年記念行事

７日（日）祭典・野球大会

第34回全国選抜野球大会千葉県大会途中経過

