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盛 況！
第６回シニアテニス大会
千葉県テニス協議会

６回目となるテニス協議会主催のシニアテニス
大会が１月９日（日）千葉県総合スポーツセンター

試合結果は以下の通りです。
男 子

庭球場で開催されました。

１位トーナメント

シニア大会を始めた頃は参加者が少なく、開催
が危ぶまれた年もありました。前回も多くはあり

決勝戦 まりりんず２－１ ＬＥＴ
２位トーナメント

ませんでしたが、今回は男女とも６チームずつの

決勝戦

申込みがありました。

３位トーナメント
決勝戦
女 子

ｎｎｐ

３－０ メイユール

サンライズ２－１ 南総あんどＣ＆Ｓ

１位トーナメント
優勝 サンライズ
２位トーナメント
優勝

ＬＥＴ

３位トーナメント
優勝 １Ｍ－ＮＥＴ
参加は以下のチームでした。
男 子ｎｎｐ
ＬＥＴ
（試合前には参加者全員で記念撮影をしました。）
試合は抽選で男女とも３チームずつ２ブロック
に分けました。３ダブルス戦の総当りで各２試合
を行い、その結果で１位～３位の順位トーナメン
トを行いました。
この日は正月明けで寒波が到来、大変寒かった
ものの晴天に恵まれました。天台のテニスコート
は風も無く絶好のテニス日和となりました。
今回は試合数が多くベテランプレーヤーの方々
にも十分楽しめた一日となりました。

まりりんず
メイユール

サンライズ
南総あんどＣ＆Ｓ

女 子ＩＭ－ＮＥＴ 白うさぎ ＬＥＴ
サン・グリーン まりりんず サンライズ

団体戦 優勝 錬極館

準優勝 真心会

個人戦（一般有段）優勝 三橋基弘（錬極館）
第４６回千葉県スポーツ祭典・空手大会は昨年

優勝 石井健太郎（紘）準優勝 戸張紗英（錬）

の１２月５日（日）千葉県総合スポーツセンター
武道館（第一道場）にて開催されました。

中学生
優勝 市川 響（紘） 準優勝 藤沼侑希（紘）

大会には第１０回千葉県スポーツ祭典から運営

一般女子

に携わっている伝統ある大道館（柏市）を始め、

優勝 新井千絵（真） 準優勝 笠原淑子（真）

真心会、拳身会、拳身会小中台支部そしてホーム
ページを見て参加した個人選手など１０団体、１

一般男子有級
優勝 高木和志（真） 準優勝 中薗哲郎（森）

７０名が参加しました。

一般男子有級

今回の大会では、競技中選手が集中出来るよう

優勝 三橋基弘（錬） 準優勝 山本香月（個人）

にと、応援の仕方や競技に参加していない選手の
マナーについて特に厳しく約束事を決めて臨みま

組手の部

した。その結果試合をしているフロアーには選手

小学１年生

と審判員だけで緊張感のある大会となりました。
なお、少年団体戦では錬極館が優勝しました。

優勝 登崎春香（紘） 準優勝 石井廉朗（森）
小学２年生
優勝 松浦弥久人（紘）準優勝 竹本克輝（錬）
小学３年生
優勝 深野陽平（国）準優勝 石原壮一郎（紘）
小学４年生
優勝 楠美敦也（紘） 準優勝 森島俊介（紘）
小学５年生
優勝 登崎駿太（錬） 準優勝 新井一麦（真）
小学６年生
優勝 戸張 梓（錬） 準優勝 石井健太郎（紘）
中学１年生
優勝 新井凛太（真） 準優勝

（錬極館

竹本・松本・戸張・吉田・湯浅）

試合結果は下記の通りでした。

形の部

成田

颯（拳）

中学２・３年生
優勝 湯浅彪成（錬） 準優勝 松田 翼（大）

小学１年生

中学女子
優勝 見山遥香（錬） 準優勝 市川 響（紘）

優勝 野城裕太（紘） 準優勝 堀内亮男（森）

一般女子

小学２年生
優勝 木本瑠偉（国） 準優勝 日笠椋介（紘）

優勝 笠原淑子（真）
一般男子有級

小学３年生

優勝 高木和志（真） 準優勝 橋本春樹（森）

優勝 藤沼孝輔（紘） 準優勝 深野陽平（国）

一般男子有段

小学４年生
優勝 高木大聖（真） 準優勝 八角祥悟（紘）

優勝 三橋基弘（錬） 準優勝 松田 翔（大）
団体戦

小学５年生

優

勝

錬極館

優勝 佐藤駿祐（錬） 準優勝 有田 誉（国）

準優勝

真心会

小学６年生

第３位

袖ヶ浦拳友会

クラブ紹介

錬 極 館

今後とも全小、全中、インターハイに行けるべ
く、生徒とともに頑張りたいと思います。

千葉県空手協議会

前号に続き千葉県空手協議会関係のクラブを紹
介します。１２月５日（日）千葉県総合スポーツ
センター武道館で開催された千葉県スポーツ祭典・
空手大会にお邪魔しました。
①

クラブ（チーム名）

②
③

代表者名
連絡先

錬極館

佐藤範英

千葉市美浜区幸町2-8-22-206
メール
④

kansho@rengokukan.com

（千葉県スポーツ祭典
⑥

開会式

県武道館）

その他（スポーツ連盟に関すること）

チームの概要（名前の由来、チームの特徴
練習日程、人数等）

子供たちの技術の発展は目を見張るものがあり
ます。今後、４０歳以上の部、障害者の部など、

剛柔流の流れをくむ空手道場、大和流錬極館で

他団体が手を出しにくい種目にチャレンジしてい

す。幼児から大人、高齢の方も問わずに、日々稽
古をしております。千葉の幸町第二小学校道場

ただければと思います。我々、錬極館も全面でバッ
クアップさせて頂きます。

（毎週木曜日１７：００～２１：００）東京江東

錬極館のホームページ

区道場（月、水、土、日）川崎高津道場（木）な

http://rengokukan.com/

ど、稽古場所も様々ご用意してありますので、お
気軽に見学や体験練習の問い合わせを頂ければと
思います。

第３９期千葉県連盟

定期総会のお知らせ
１．日

時

２０１１年３月１２日（土）
午後１時３０分～５時

２．場

所

千葉県青少年女性会館多目的室
千葉市稲毛区天台6-5-2

３．議

題

（１）２０１０年度の活動のまとめ及び２０
１１年度活動方針案
（２）決算・監査報告、予算案
４．各協議会の代議員数
ランニング１名

卓球５名

テニス４名

軟式野球６名 バレーボール４名 空手
１名 サッカー４名 スキー（準）１名

（後列左から２番目が佐藤師範 保護者と共に）
練習内容はおよそ２時間の練習になります。

協議会のない種目についてはオブザーバー

体操・基本・移動基本・形・組手など（時折ミッ

としての参加を要請します

ト打ちなどもあります）細かに休憩を入れつつ、
子供たちの集中力を維持しつつ、厳しく練習をさ
せて頂いております。
⑤

クラブのアピール
本年度は当道場の生徒から、敬愛学園の高校推

薦を頂くなど、大変嬉しい知らせがありました。

ゴルフ
５．その他

バドミントン

ソフトボール

○今年度は役員の改選はありません。
○各協議会は２月末日（２８日）まで
に代議員を報告して下さい。

２・３月行事予定
２月 ６日（日）サッカー協議会リーグ戦
２月１１日（祝）～１３日（日）
スキー祭典

２月１９日（土）千葉市体育施設調整会議
１９日（土）野球協議会総会

志賀高原

１１日（祝）加盟杯卓球大会

３月

３日（木）スリーダブルス卓球大会

２月２０日（日）サッカー協議会プレイオフ
２月２６日（土）鈴木杯テニス大会

３月 ５日（土）鈴木杯テニス大会（予備）
３月１２日（土）なのはなテニス大会

２月２７日（日）サッカー協議会プレイオフ

３月１９日（土）なのはなテニス大会
３月２０日（日）なのはなテニス大会

２月 ５日（土）県体育施設調整会議
２月１２日（土）千葉市体育施設調整会議

３月２７日（日）なのはなテニス大会（予備日）

２月１７日（木）市原市体育施設調整会議

３月１２日（土）千葉県連盟総会

第９回千葉・青葉の森リレーマラソン募集要項
期

日

２０１１年５月２２日（日）雨天決行

（但し自然災害等主催者の判断で中止する場合があります。）
会
主

場
催

千葉県立青葉の森公園
千葉市中央区青葉町654 TEL043-208-1500
新日本スポーツ連盟千葉県連盟

主

管

千葉ランニングクラブ

後

援

千葉県教育委員会

全国ランニングセンター

募
集 ２２０チーム
参加資格 独力で１周約２キロを完走できる男女４名～１０名のチーム。大会当日の出場は事前にエ
ントリーされた競技者に限ります。大会前に医師の診断を受け、レース出場に支障がない
受

付

ことをご確認ください。当日は保険証を持参してください。
午前８時４５分～午前９時１５分 千葉県立青葉の森公園内

開 会 式

午前９時３０分

スタート

午前１０時００分

ゴ ー ル
参 加 料

さくら山広場・時計台前
大人１人 ２０００円

さくら山

さくら山広場（各チーム代表者は出席して下さい。）
おはなみ広場前（陸上競技場前近く）
中学生１人

スポーツ傷害保険を含みます。

８００円

小学生１人

５００円

大会が中止の場合でも参加料は返金いたしません。

大会必要経費を差し引いて残額があった場合は障害者福祉施設等に寄付いたします。
部

門

小学生部門
高校生部門

全員が小学生チーム
全員が高校生チーム

男女混合部門

中学生部門 全員が中学生チーム
女性部門 年齢を問わず全員女子のチーム

女性２人以上のチーム

職場部門

ファミリー部門
全員が親子又は親戚・ご近所
クラブ部門 上記の部門に入らないチーム
表

彰

総

合 １～１０位

ピタリ賞

部門賞

全員が同一職場のチーム
熟年部門

全員が６０歳以上

１～６位（総合入賞チームを除く）

１～６位（申告タイムと完走タイムとの差。総合及び部門入賞チームを除く。

後日記録集と共に郵送）
日送付します。

完走したチームには記録証（氏名入り・人数分）と記録集を後

