
前月号は新日本スポーツ連盟 和食昭夫理事長

の宮城県連盟への訪問記を掲載しました。

今月号は宮城県連盟 佐々木敬治理事長の報告

（《残念なお知らせ》）を掲載します。

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ

ち ば NO.109
New Japan Sports Federation in Chiba Prefecture

2011年5月１８日

「スポーツは平和とともに」

新日本スポーツ連盟
千葉県連盟

〒263-0024

千葉市稲毛区穴川3-1-17

℡043-287-7353 FAX043-256-1454

http://sports.geocities.jp/njsf_chiba

ﾒｰﾙ njsf1970chiba@gmail.com

針生様のご冥福をお祈りします。
《東日本大震災によるスポーツ連盟関係者の犠牲》

宮城県連盟理事長からのお礼及び報告

仙台の佐々木です。このたびの大震災・大津波

では全国の激励・お見舞いをいただき心からお礼

申し上げます。和食理事長・石川副理事長にはガ

ソリン不足と道路事情の最悪な中、仙台までお出

かけいただきありがとうございました。

昨日「スポーツのひろば」が届きさっそく読者

への配布・郵送をしたところです。震災関係にペー

ジをさいていただき感激です。

さて、ご報告が遅れましたが仙台ウォーキング

クラブで津波の犠牲者が判明しました。お名前は、

針生なみ子さんです。

針生さん（68歳）は仙台市の南隣り名取市の閖

上地区にお住まいでいつも元気にウォーキング行

事に参加されておった方です。地震当時はご自宅

におり被災したようです。この閖上地区は海岸線

から２００ｍほどから住宅地で逃げ遅れたようで

す。

災害時から沿岸部なので心配し、行方不明との

ことでご無事を祈っておりましたが、3月末にご

主人様ともどもご遺体が発見されたとのことです。

ご家族はご長男夫婦とお孫さんでしたが、ご長男

夫婦とお孫さんは無事だったそうで塩釜市のお嫁

さんの実家に避難されてます。近所に住むＳさん

は家を流されたけれどご本人はかろうじて避難で

きたそうです。

この閖上地区には名取市のサイクルスポーツセ

ンターがあって、1周４キロの周回コースがあ

り毎年新春マラソン、トライアスロン大会を行っ

てきた場所です。針生さんはこのマラソン、ト

ライアスロンの大会時は近いことからいつも大

会運営のスタッフとして協力されておりました。

誠に残念でなりません。

仙台ウォーキングクラブでは会員全員に往復

はがきで安否確認と被災状況確認を行いました

が、針生さんのほかに数名の方がご自宅流失、

全半壊です。また大半の方々が家具の転倒や建

物の亀裂、ライフラインの不通で不自由な生活

を余儀なくされました。もうすぐ１カ月になり

ますが私の所もガスが通じなくてお風呂に入れ

ません。ガソリンはやっと入れられるようにな

り車での移動ができるようになったところです。

連盟参加のクラブの多くは仙台にありますので

人身被害は１件ですが、労山は石巻にもクラブ

があり、１８名の会員のほぼ全員ご自宅の倒壊・

床上浸水などに会っております。なかにはご家

族・ご親族がいまだ行方不明と言う会員もおら

れます。

以上、とりとめない報告ですが犠牲者判明の

報告と致します。



恒例のスリーダブルス女子団体戦が３月３日

（木）千葉公園体育館で開催されました。

この大会は賞品が鉢植えの花とあって申込開始

日から２～３日で定員となる人気の大会です。今

年も４日目で定数の１２０チームとなりました。

結果は以下の通りでした。

Ａランク
Ａブロック

優 勝 フリーダム（茂原市）今田・湯浅・伊藤

準優勝 杏仁クラブ 第三位 スマイル

Ｂブロック

優 勝 千城クラブA（若葉区）五十嵐・犬伏・金子

準優勝 うすいクラブ 第三位 西船レディース

Ｂランク
Ａブロック

優 勝 高野山クラブ（我孫子市）保坂・山内・山本

準優勝 千葉クラブ① 第三位 かずさ④

Ｂブロック

優 勝 蘇我プラザ③（中央区）伊丹・関・柳沢

準優勝 ユーカリクラブ 第三位 かずさ①

Ｃブロック

優 勝 井ノ会 （柏市）米野・川崎・伊藤

準優勝 千城クラブB 第三位 Team浦安

Ｄブロック

優 勝 タウンズエイト②（八街市）山崎・鯨井・澤田

準優勝 シャッフル 第三位 作新ライオンズ

Ｅブロック

優 勝 ＹＴＣ（船橋市）米本・大垣・横井

準優勝 柏レディース 第三位タウンズエイト①

Ｆブロック

優 勝 あすなろ①（君津市）園田・神田・座間

準優勝 AOKクラブ 第３位 大当会

Ｇブロック

優 勝 アクアマリン（市川市）富澤・小曽根・大高

準優勝 蘇我プラザ② 第三位 ラッキーズ

Ｈブロック

優 勝 ミント（北相馬郡）江頭・栗田・武田

準優勝 かずさ⑤ 第三位 船橋卓友会①

Ｃランク
Ａブロック

優 勝 八千代YOC①（八千代市）山本・曽根・田中

準優勝 馬酔木 第三位 大津ヶ丘

Ｂブロック

優 勝 千葉クラブ①（稲毛区）堀山・西・黒川

準優勝 いなはま① 第三位 戸田・上村・保田

Ｃブロック

優 勝 パンジー②（稲毛区）山田・関本・鈴木

準優勝 いなはま② 第三位 フリーダム④

Ｄブロック

優 勝 パンジー①（稲毛区）遠藤・見上・渡辺

準優勝 ＳＴＣ 第三位 市原カトレア②

Ｅブロック

優 勝 市原カトレア①（市原市）樺澤・令官・花島

準優勝 八千代コスモス② 第三位 卓根クラブ①

Ａランク優勝
フリーダム（Ａブロック）千城クラブA（Ｂブロック）

スリーダブルス女子団体戦を開催



Ｆブロック

優 勝 宮野木卓球愛好会（稲毛区）土方・大塚・田辺

準優勝 秋桜 第三位 八千代コスモス③

Ｇブロック

優 勝 ひまわり（浦安市）古内・小野・坂上

準優勝 三葉卓球クラブ 第三位 幕張シェル②

Ｈブロック

優 勝 船橋卓友会②（船橋市）本城・軽込・山田

準優勝 佐倉卓球クラブ 第三位 かずさ⑥

Ｉブロック

優 勝 園生卓球愛好会③（稲毛区）陰山・神座・松丸

準優勝 チェリー卓球クラブ 第三位卓根クラブ②

Ｊブロック

優 勝 うすいクラブ②（佐倉市）増田・木村・五十嵐

準優勝 パンジー 第三位 習志野あすなろ①

Ｄランク
Ａブロック

優 勝 コスモス②（市原市）宮田・森・松本

準優勝 八千代ＹＯＣ② 第三位 パピヨン④

Ｂブロック

優 勝 薬円台卓球クラブ③（船橋市）西谷・重松・菅原

準優勝 パピヨン③ 第三位 コスモス①

Ｃブロック

優 勝 薬円台卓球クラブ④（船橋市）仲西・中川・飯嶋

準優勝 スマッシュ 第三位 カトレア

Ｄブロック

優 勝 グッピーズ（市原市）斉藤・鈴木・伊藤

準優勝 八千代YOC③ 第三位 習志野あすなろ②

今回の大会は３人で３回試合の出来る団体戦で５

チームのリーグ戦でおこなわれました。ランクの

編成上６チームのブロックがあったため試合終了

が遅くなったブロックがあり課題を残しました。

参加者からご意見をいただきました。

いつも参加させて頂き勉強させてもらい感

謝です。審判についてですが、試合のチーム

がするのでなく、次の試合のチームが審判と

言うのが良いと思います。ご検討頂けました

ら幸いです。 今後ともよろしくお願いしま

す。 （薬円台クラブ 飯嶋さん）

楽しかったです。が、時間がかかり遅くな

りました。寒かったです。

（パンジー 佐藤さん）

思いかけず、全勝できて一日楽しく試合が

出来ました。ありがとうございました。

（蘇我プラザ 伊丹さん）

試合数も４試合できて満足です。

楽しめました。（アクアマリン 富澤さん）

レディースオープン卓球大会
期 日 ６月１４日（火）９時～

会 場 松戸市運動公園体育館

種 目 女子団体戦１ダブルス２シングルス

ランク Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

定 数 １８０チーム

試合球 ４０ミリオレンジボール

参加費 １チーム3500円（加盟ﾁｰﾑ3000円）

賞 品 各ブロック３位

申 込 ５月２日～５月２１日

問合せ 千葉県卓球協議会 043-287-7353



４月１２日（火）千葉ランニングクラブはスポー

ツ連盟事務所で第９回定期総会を開催しました。

総会には逸見会長以下７名のクラブ員が参加。

昨年の総括・会計報告と２０１１年度の活動方針・

予算について検討しました。

昨年度活動の大きな成果は何と言っても全国ス

ポーツ祭典陸上競技大会を千葉県総合スポーツセ

ンター陸上競技場で開催したことに尽きます。

(一番右 活動報告をする逸見眞一会長）

千葉陸上競技協会の全面的な支援のもとに１０

０名を越す公認審判員により時間通りに進行する

ことができ、各方面から大いに評価されました。

大会には関西からの参加者も含め７０６名が出

場、好天にも恵まれ１０種目に新記録が更新され

ました。大阪教育大陸上部の選手は「普段の試合

と違ってリラックスした中にも緊張感があり自己

ベストの記録を出す事ができました」と話して下

さいました。財政についても赤字を出さずにすみ

ました。地方大会では画期的な事です。

昨年の反核・平和マラソンでは若いランナーの

参加が目立ちました。２０１１年度の取組みに期

待がかかります。

今年の取組みは５月２２日（日）青葉の森リレー

マラソン、７月１７日（日）反核・平和マラソン・

１０月３０日（日）陸上競技大会となります。

青葉の森リレーマラソンでは運営費の一部から

２０万円を東日本大震災の義援金を拠出すること

が決まりました。また、４月２２日千葉陸協にク

ラブ登録の手続きをしました。

２０１１年度の会長には引き続き逸見眞一氏が

その任に就くことになります。

千葉県テニス協議会はゴールデンウイーク中の

５月１日（日）に協議会総会を開催しました。

総括では、２０１１年度は１日で各大会を終了

させる為エントリー人数を制限したことから、財

政的に課題を残した事、東日本大震災のため「な

のはな大会」を中止したが、返金方法や震災の義

援金をどこに送るのかについて議論を深めました。

また、来年の全国スポーツ祭典を東北で開催を

予定していましたが、開催できないことが決定。

場合によっては千葉が受け持たざるを得ない状況

になるのではないか等についても話し合いました。

総会では、チェリークラブ代表の小出さんが大会

参加者を増やすための貴重な意見を述べて下さい

ました。

２０１１年度の役員として下記の方々が引き続

き運営委員として協議会の運営に携わることにな

りました。

会 長 鈴木 守 （ＮＯＭ）

副会長 冨田 登喜子 （サンライズ）

運営委員長 渡辺 伸明 （ＮＯＭ）

副運営委員長 木村 登美子 （個人）

藤原 寛 （生浜クラブ）

会 計 吉田 嬌子（Ｇテニスクラブ）

運営委員 近藤 まり子 （まりりんず）

畠中 蘭子（フレームショット）

会計監査 黒須 直樹 （ＮＯＭ）

テニス協議会の主な大会は以下の通りです

①春季テニス大会 ② 千葉県スポーツ祭典

（全国予選・一般大会）③シニア団体戦

④チーム対抗テニス大会 ⑤鈴木杯テニス大会

⑥なのはなテニス大会

（活動報告をする 渡辺運営委員長 手前真中）

千葉ランニングクラブ総会 千葉県テニス協議会総会



久々にサッカー協議会加盟チームを紹介します。

４月２５日（日）千葉県総合スポーツセンター・

サッカー場で行なわれている春季サッカー大会に

お邪魔しました。

① チーム名 さむらい

② 代表者 柿本 龍史

③ 連絡先 千葉市緑区

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）

以前は『侍』の名前で登録していましたが、最

近は『侍』を立ち上げた中台さん・菊村さんたち

に替わり新しいメンバーで新たに『さむらい』と

して試合に臨んでいます。

名前の由来は侍の様に激しく、堂々と、格好よ

く戦おうとで付けたのではないかと思います。

チームは“友だちの友だち”で成り立っています。

練習日は特に決めてはなく、試合が練習で練習

が試合のようなもの。人数は２０人から３０人近

くいます。３０才台の部員が多く、２０才台は少

なく貴重な存在です。試合の日は大体１４～１５

名が集まり、集まった中でポジションを決め試合

に臨んでいます。

⑤ クラブのアッピール（１１年度の抱負等）

新しいメンバーで、試合を楽しもうと頑張って

います。もちろん１部で優勝を狙います。

⑥ その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待すること等）

県のサッカー協会は年間７回程度しか試合が出

来ないのに１０万円ちかくかかりますが、スポー

ツ連盟はそんなにはかからないので助かります。

特に年間通して試合ができるのが嬉しいです。

（ＵＲＡＧＡＮＡの攻撃をバックス陣

全員で防いでいます）

クラブ紹介
さむらい

サッカー協議会

キャプテンの柿本さんを中心に明るく、元

気いっぱいのチームで３０才台の多いチーム

とは感じさせません。この日は若いＵＲＡＧ

ＡＮＡとの試合でしたが１対１で引き分けま

した。（文責 金子）

サッカー協議会からのお知らせ
（１１’/１２’リーグ開催案より）

○新日本スポーツ連盟千葉県サッカー協議会

リーグ編成について

１部 ＦＣリベルタ・ＦＣバルサン・パル

テスール・さむらい・ヤンキース・

ＵＲＡＧＡＮＡ

２部 ＣＩＥＬＯ・新検見川・キャロル・

シェルパ・ＢＤＵ・マッスル・カメ

ラート 及び新規参入チーム

○入れ替え戦

１部６位と２部１位、１部５位と２部２位

が行ないます。

○試合時間は３０分のハーフタイム 但し夏

場は状況に応じて給水タイムを設ける。

○審判について

必ず審判服又は黒の服装をして審判をする。



○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３

▼勝点０ ★勝点－１（審判遅刻・欠席）◆勝点－３（試合放棄 誰も球場に来ない場合）

５月 １日（日）野球協議会リーグ戦

春季テニス大会

５月 ３日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ４日（祝）野球協議会リーグ戦

市原ミックスダブルス大会

５月 ５日（祝）野球協議会リーグ戦

５月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会予選

５月１５日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会予選

５月２２日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会予選

青葉の森リレーマラソン

５月２９日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会予選

６月 ５日（日）野球協議会リーグ戦

春季空手大会

６月１２日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会予選

６月１４日（火）松戸レディース卓球大会

６月１９日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会予備日

６月２５日（土）かずさ初・中級者卓球大会

６月２６日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会決勝Ｔ

空手協議会総会 ５月 ７日（土）船橋市

卓球協議会総会 ５月１４日（土）千葉市

サッカー協議会総会５月１４日（土）千葉市

県連盟総会 ５月２８日（土）千葉市

５・６月行事予定

第４５回全国軟式野球大会千葉県予選会（途中経過）


