
９月１９（日）から始まった第３４回全国選抜

軟式野球大会は５０チームが参加。３ヶ月に亘っ

てトーナメント方式で戦われました。準決勝と決

勝は１２月５日（日）千葉県総合スポーツセンター

野球場で行なわれました。（結果は裏面に掲載）

脇村運営委員長のコメントを紹介します。

準決勝 第一試合

千城台ヤンキース１－２ 栄町クラブＺ

準決勝 第二試合

セブンスターズ ３－２ 福井電気

決 勝

栄町クラブＺ １－０ セブンスターズ

（優勝 栄町クラブＺの皆さん）

（準優勝 セブンスターズの皆さん）
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優勝 栄町クラブＺ
準優勝 セブンスターズ

準決勝第一試合は昨年同様、千城台ヤンキー

スと栄町クラブＺが７回無得点のまま特別試

合となりました。先行の千城台ヤンキースが

１点を先取しましたが、その裏栄町クラブＺ

の島元選手のセンター前ヒットで２点を取り、

逆転勝ちしました。第二試合は福井電気のエ

ラーと足がかりに２点を先取したセブンスター

が続投で３対２と競り勝ちました。

福井電気は逆転のチャンスにまずい走塁で得

点できず昨年に続き準決勝で敗退しました。

決勝は栄町クラブＺが２回裏に２アウト後、

７・８番打者が連続で死球で出塁し９番秋田

選手のライト前ヒットで１点先取しました。

その１点を継続で守りきりました。セブンス

ターズはチャンスを作りましたが、後続がな

く、昨年に引き続き涙をのみました。

全国選抜軟式野球大会
関東大会

２０１１年４月 埼玉県（予定）

特典 優勝・準優勝チームは全国大会へ

全国大会
２０１１年 ５月 静岡県 草薙球場・



第２８回全国スポーツ祭典陸上競技大会が１１

月３日（祝）千葉県総合スポーツセンター陸上競

技場で開催されました。 陸上競技は全国祭典開

催年のみ実施されるため前回の京都西京極陸上競

技場での開催以来２年ぶりの大会となりました。

千葉ランニングクラブでは２年前から千葉陸上

競技協会との話合いを行い会場確保や役員体制確

立のため取り組んできました。

大会には北海道から鳥取までの１８都道府県か

ら７０６名の選手が参加。特に京都から７３名、

大阪２８名のエントリーがありました。予想を超

える申込者数と１１月に入り日没も早まることか

ら、フィールド種目やリレーで断らざるを得ない

状況も生まれました。

開会式は永井博祭典会長の挨拶、寺嶋儀明氏の審

判長注意、千葉市立花園中学校狩野陸人君の選手

宣誓と続き、競技は９時から始まりました。

寺嶋審判長挨拶

（役員打合せ）

選手宣誓

狩野陸人君

男子８００ｍにスタートリストとプログラムの違

いがあり、２～３分の遅れが出たものも最後の４

×４００ｍは定刻通りのスタートとなり、滞りな

く終了することができました。

当日は雲一つない秋晴れに恵まれたこともあり９

種目に新記録が生まれました。

主な記録は以下の通りです。

一般男子１００ｍ

第１位 高田雅人 早大同好会 10.60（+3.2)

第２位 秋本真吾 チームアイマ10.62

一般男子２００ｍ

第１位 秋本真吾 チームアイマ21.61（+2.5）

第２位 笛木靖宏 チームアイマ 21.78

一般男子４００ｍ

第１位 神内洋佑 大阪教育大 49.81

第２位 海寶正之 チームアイマ 50.07

一般男子 ８００ｍ

第１位 中川剣人 早大同好会 1.57.90

第２位 石井佑介 千葉大 1.58.13

一般男子 １５００ｍ

第１位 琴岡聖也 立命館同好会 4.08.17

第２位 伊藤祐樹 Ａ・Ｉ・Ｒ 4.09.50

一般男子 ５０００ｍ

第１位 内本真司 船橋市 15.10.63大会新

第２位 琴岡聖也 立命館同好会15.13.98大会新

一般男子 １００００ｍ

第１位 山本祥平 千葉大 33.39.14

第２位 菅野駿之介 大東大同好会 34.35.91

中学男子 １００ｍ

第１位 高山裕昭 三和中11.30（+2.0）大会新

第２位 角本 惇 立正中11.41 大会新

（中学男子１００ｍ決勝）

好天に恵まれ９種目に新記録
千葉県で全国陸上競技大会を開催



男子 １５００ｍ

第１位 小美濃克有 慶應普通部 4.35.67

第２位 松田悠平 稲毛高付属中4.37.25

壮年男子 １００ｍ

第１位 早川行友 河内道場名古屋11.62（+3.1)

第２位 大宅康喜 浦安市 11.65

壮年男子 １５００ｍ

第１位 白水晃二 ﾊｰﾄﾌﾞﾚｲｸ 4.37.23

第２位 伊藤喜夫 ポポロＡＣ 4.40.75

壮年男子 ５０００ｍ

第１位 田中浩二 チーム小向 16.24.38

第２位 山田 宏 所沢市 16.57.85

男子 ４×１００ｍＲ

第１位 チームアイマ（千葉）41.46 大会新

第２位 ＹＳＤ（京都） 41.97

（男子 ４×１００ｍ １組 ４コーナー）

男子 ４×４００ｍＲ

第１位 チームアイマ（千葉）3.15.97大会新

第２位 大阪教育大（大阪） 3.17.41大会新

一般男子 走高跳

第１位 根本泰行 ＡＩＲ 2.12 大会新

第２位 坂本龍介 明海大 1.95

（一般男子走高跳 根本選手）

一般男子 三段跳

第１位 楢本恭平 国士舘クラブ14.97(+2.0)

第２位 島田喜文 土気TFC 14.44(+2.0)

一般男子 砲丸投

第１位 中林達紀 兵庫県立大AC 12.19

第２位 千葉北斗 ＢＲＡＮＫＥＲ11.99

一般男子 やり投

第１位 桐村啓志 福知山ＡＣ 54.34

第２位 中田 渓 立命館同好会 52.08

（松田選手（BRANKER) ３位に入賞）

高校 男子砲丸投

第１位 堀 晋也 白河高 9.15

中学男子 走幅跳

第１位 星 雄太 幸はやぶさ 5.89（+1.3)

第２位 鳥谷峯裕也 花園中 5.88 (+2.4)

中学男子 砲丸投

第１位 三橋祐太 誉田中 8.37

第２位 福元一聖 誉田中 7.69

（ゴール

付近に投

光機も設

置しまし

た。４×４

００ｍＲ）

普段高校の大会しか出場できない生徒達に

とって一般の選手と競技ができてとても勉強

になりました。良い経験になりました。

福島県立白河高校 顧問 庄司 弘先生

天気も良く、時間通りに進んで本当に素晴

らしい大会でした。審判長 寺嶋儀明さん



久々に卓球協議会からのクラブ紹介です。

１１月２７日（土）東京・墨田区総合体育館で開

催された第２８回全国スポーツ祭典・卓球大会

（一般の部）に出場した「みずきりだな」に緊急

インタビューをしました。（聞き手 金子）

① クラブ（チーム）名 みずきりだな

② 代表者 三上正人

③ 連絡先 長生郡一宮町

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）

千葉大学卓球部のＯＢ・ＯＧのチームです。

名前は結成当時のメンバーの名前１文字を取りま

した。“み”は三上さんの｢み｣を付けたもようで

す。６人の仲間で結成しました。

全国大会予選会や春季大会では後輩の千葉大学

卓球部と対戦することもあります。大抵は現役を

打ち負かしているところを見ると、現役時代は大

学リーグでもかなりのランクや成績をあげていた

メンバーと推測されます。

「ネットイン」に闘争心を燃やしているとの事。

全国大会では残念ながら決勝トーナメントには進

出できませんでしたが、ブロック内の若いチーム

にベテランの味を持って勝ち進みました。

（今回は４名で出場 今回は現役も入れました）

⑤ クラブのアッピール（今年の目標など）

「楽しく卓球をすること」だそうです。

（ダブルス戦 左 沼さん 右 三上さん）

（シングル

ス戦 佐藤

さん）

（開会式 東京・墨田区総合体育館）

決勝トーナメント進出チーム及び個人

団体戦
男子 FCC TRF（A）TRF（B）TRF（C）

ﾌﾟﾘｽﾞﾝﾌﾞﾚｲｸ

女子 千葉クラブ（ベスト８） FCC

個人戦
男子 山田芳宏 元山湧生 篠田幸司

高橋佑典 角田浩司 貞松孝治

女子 村山真実（優勝）角田 瞳 佐藤香織

野澤彩花 小畑佑子

クラブ紹介
みずきりだな

千葉県卓球協議会

全国スポーツ祭典・卓球大会（一般の部）

千葉県勢の奮闘状況



恒例のスポーツ祭典・ゴルフ大会が１１月１１

日（木）長南カントリー倶楽部で開催されました。

高石邦男事務局長からのコメントを紹介します。

（出発前 クラブハウスに集合）

須藤和人さん

のショット

高石邦男さん（事

務局長）の

ショット

結果は下記の通り

OUT IN GROSS HDCP NET

優 勝 大野弘之 49 45 94 21.6 72.4

準優勝 山内 剛 50 42 92 19.2 72.8

第３位 須藤和人 47 41 88 14.4 73.6

第４位 栗林秀喜 41 40 81 7.2 73.8

第５位 山口泰弘 43 44 87 13.2 73.8

第６位 岡安泰弘 36 44 80 6.0 74.0

第７位 西原紀夫 45 46 91 16.8 74.2

第８位 石塚英和 42 47 89 14.4 74.6

（ 優勝トロフィーを手にする大野弘之さん）

今回は前回に続き６組の参加となりました。

最近の実績は以下の通りです

2007年 10月 森永高滝ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ６組２１名

2008年 5月 ﾇｰｳﾞｪﾙｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ ３組１０名

2008年 10月 ＣＰＧｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ５組１９名

2009年 5月 真名ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ４組１６名

2010年 10月 森永高滝ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ６組２１名

2010年 5月 都合により中止

2010年 11月 長南ｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞ ６組２２名

2011年 ？

優勝 大野弘之さん
第３６回ゴルフ大会

（兼千葉県スポーツ祭典・ゴルフ大会）

優勝は初めてですのでびっくりしています

今日は天気が良く、最高の気分でプレーが出

来ました。スコアーも最近では最も良く賞品

まで付いて来たので良かったです。

優勝 大野弘之さん

１年ぶりとなった３６回大会はいつも市原市

内のゴルフ場で行なっていたコンペを久しぶり

に長南町で実施。朝７時３０分集合、８時スター

トと早朝一番のスタートから２３名が参加しま

した。 素晴らしい天候に恵まれた秋空の中で

皆さん、ゴルフを満喫していました。

天候に恵まれ、ハンデにも恵まれ入賞する

ことができました。このような機会を設けて

いただいたスタッフの方々、ありがとうござ

いました。 準優勝 山内 剛さん



１月 ９日（日）チーム対抗テニス大会

第６回シニアテニス大会

１月１５日（土）第１７回鈴木杯テニス大会

１月１６日（日）サッカー協議会リーグ戦

第１７回鈴木杯テニス大会

１月２２日（土）第１７回鈴木杯テニス大会

１月２３日（日）ミックスダブルス団体戦

（かずさ卓球協議会主催）

第１７回鈴木杯テニス大会

１月２９日（土）第１７回鈴木杯テニス大会

１月３０日（日）サッカー協議会リーグ戦

２月 ６日（日）サッカー協議会リーグ戦

２月１１日（金）加盟杯卓球大会

２月１１日（金）～１３日（日）

スキー祭典（志賀高原）

２月１３日（日）サッカー協議会リーグ戦

２月２６日（土）第１７回鈴木杯テニス大会

野球協議会総会（予定）

千葉県施設調整会議 ２月 ５日（土）

千葉市施設調整会議 ２月１２日（土）

千葉市施設調整会議 ２月１９日（土）

１・２月行事予定

第３４回全国選抜軟式野球大会・千葉県大会 結果


