
５月２８日（土）千葉県連盟の第３９回定期総

会が千葉県青少年・女性会館で開催されしました。

当初３月１２日（土）に開催を予定していました

が、東日本大震災の翌日で交通機関がマヒし、代

議員が参加出来なくなり延期したものです。

総会には理事１６名、監事１名、各協議会から

の代議員２０名の合計３７名が出席しました。

総会の冒頭浅沼

義明理事長が東日

本大震災のボラン

ティアとして宮城

県大船渡市へ支援

に駆けつけたこと、

スポーツ基本法の

国会上程に伴いス

ポーツの権利につ

いて討論してもら

いたいとの挨拶がありました。

続いて金子泰夫事務局長からこの１年

間の活動報告がなされました。報告では、

昨年総会時に比べ、１２クラブ１７７名

の増加で、全体として２２０クラブ１９

４８名になったこと。昨年１１月に開催

した４０周年記念行事では７０余名の参加で大き

く成功したこと。運営委員会を基にした活動が更

に定着している事等が話されました。

竹村 昭財政担当からは連盟財政が安定の方向

に向いている事。しかし資金繰りの面からは更に

協議会からの積極的な支援や多彩な行事の必要性

が報告されました。

討論の中でサッカー協議会からはフランスで開

催される７人制のサッカー大会に千葉から２名招

待されていること。空手協議会では総会で規約を

改正したことやプログラム作成など準備に今まで

以上に多くの役員が関わるようになった事。

卓球協議会からは東京卓球協議会から千葉のチー

ムは独立してリーグを立ち上げて欲しいとの要請

が来ていること。野球協議会からは、野球をする

のにお金が掛かり、全国大会に参加するのに苦労

していること。バレーボール協議会

からは、震災で会場が使えなくなり、

試合数を減らさざるを得ない現状。

テニス協議会からは、昨年は限ら

れた日数で大会を運営しなければな

らないために会員を優先したが、財

政的に苦しくなったことや震災で東

北での開催が出

来なくなったこ

とから全国大会

を引き受けなけ

ればならない可

能性があること。

ランニングから

はリレーマラソ

ンで希望者が多

く、なかなか要望に応えられていない状況が話さ

れました。野球協議会からは資金繰りのための各

協議会からの増額については更に具体的な提案が

必要との意見が出されました。今総会は役員選出

はありませんでしたが、理事長 浅沼義明 副理

事長 及川静一 事務局長 金子泰夫が引き続き各

役職を担う事になります。なお全国連盟から萩原

純一副理事長が来賓として出席、千葉県連盟への

連帯と激励の挨拶がありました。
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＝新しい息吹を入れた協議会をみんなでつくるために＝

第３９回千葉県連盟定期総会を開催



恒例の青葉の森リレーマラソンは５月２２日

（日）好天とは言えなくともまずまずの天候の下、

抽選の結果幸運にも当選した２２０チームにより

和やかに開催されました。（一昨年・昨年は雨）

３月１１日の東日本大震災の影響で各地のイベ

ントが中止されている中での開催とあって、参加

チームから大いに期待された大会となりました。

今年の大会にはクラブ部門に３９チーム、職場

部門に７８チーム、男女混合部門に６０チーム、

女性部門に１０チーム、熟年部門に８チーム、ファ

ミリー部門に２２チーム、小学生部門に２チーム、

中学生部門に１チームの参加でした。

開会式は昨年同様ファミリー部門のチームにお

願いしましたが、今年は「ＫＮＤ５５１」の子供

たちによる選手宣誓で“がんばろう日本”の唱和

に大きな拍手が送られました。

（お揃いのＴシャツを着てので宣誓）

スタートは標準時の１０時。薄日の差すスター

ト地点から参加者の大きな拍手と声援に送られて

２２０名が一斉に出発しました。

大会結果は以下の通りでした。

総 合

第１位 ＪＲ東日本千葉Ａ 2:11:22

（座間 青瀧 斉藤 山本 藤平 太田 染谷

若木 岡本 鈴木）

第２位 ニッポンランナーズＲ 2:14:31

第３位 千葉韋駄天アスリーツ 2:14:46

第４位 ママノパンチ 2:15:30

第５位 ＷｉｎｄＦｉｅｌｄ 2:27:28

第６位 野栄走好会Ａ 2:27:38

職場部門

第１位 袖ヶ浦かけっこＡ 2:37:29

（石川 井上 梅野 川辺 久保 下田

川口 木下 鶴田）

第２位 青葉の森爆走サッカー部 2:44:55

第３位 千葉地検競走部Ａ 2:45:23

第４位 きっともっとずっと 2:46:25

第５位 ﾗﾝﾅｰｽﾞｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ 2:46:26

第６位 ＴＥＡＭこみなみ 2:48:36

男女混合部門

第１位 ＢＯＳＯ ＢＯＳＯ 2:37:59

（手塚 落合 牛島 今田 永盛 石森 横山）

第２位 走翔Ａ 2:38:26

第３位 風と共に笑う 2:39:54

第４位 ウエストポーチに300万 2:40:52

第５位 千葉南高校ＯＢ 2:47:43

第６位 Ａ－ＲＵＮ習志野① 2:49:30

クラブ部門

第１位 幕張走遊会Ａ 2:42:20

（阿部 上杉 岡本 菊地 安田 牧野 酒井

岩本 津秋 渡辺）

第２位 チームＣＴＳ 2:45:05

第３位 Ｃ－ＲＵＮ 2:45:44

第４位 上市場でれすけ倶楽部Ａ 2:46:09

第５位 ニッポンランナーズ 2:47:23

第６位 ＮＡＳ稲毛海岸ｱｽﾘｰﾄ 2:48:08

女性部門

第１位 チームなすび 2:50:17

（堀江 大塚 松原 対崎 喜多村 栗原

小川 加藤 笹原 藤田）

ＪＲ東日本Ａチーム ３連覇
第９回千葉・青葉の森リレーマラソン



女性部門

第２位 行田公園走友会 3:07:16

第３位 びーなす 3:17:23

第４位 千葉ミク女子 3:25:50

第５位 成田マイペースクラブ亀 3:28:12

第６位 ＴＥＡＭいろいろ 3:29:16

ファミリー部門

第１位 ﾆｭｰﾘﾊﾞｰﾌｧﾐﾘｰ婿娘 2:55:15

（樋渡 西瀬 高田 黒田 野中 木田 大澤）

第２位 チームＦＫ 3:04:52

第３位 走快苦愛 3:07:03

第４位 カトナファミリー 3:09:21

第５位 ＫＮＤ５５１－２ 3:14:17

第６位 ひまわり０８Ｂ 3:14:35

熟年部門

第１位 佐倉陸友会Ｃ 2:52:11

（河口 嶋 山口 平山 長谷川 北澤 井口）

第２位 熟年エリート 3:00:54

第３位 八千代走友会★超ｱﾀﾞﾙﾄ 3:10:00

第４位 千葉天台走友会Ｂ 3:20:02

第５位 ＮＡＳ稲毛海岸ＲＣ 3:28:31

第６位 行田公園走友会（熟年）3:29:25

小学生部門

第１位 ウイング 3:42:41

（杉山（勁） 杉山（諒）堀口 平本 高橋

広沢 矢上 実籾 松居 小倉）

第２位 森谷塾 3:50:23

ピタリ賞

第１位 サタランＡ 3:12:01 0:00:01

（川村 猪俣 鈴木 鍋島 青山 佐藤（柴）

佐藤（史） 中西 松原 飯島）

第１位 WASEDA-SOL 3:50:01 0:00:01

第３位 ﾆｭｰﾎﾟｰﾄ駅伝倶楽部3:39:58 －0:00:02

第４位 カケザイル 3:50:14 0:00:04

第５位 いい街rUnRun☆3:12:43 －0:00:13

第５位 東銀座のジョー3:29:47 －0:00:13

（総合優勝 ＪＲ東日本千葉Ａチームの皆さん）

アンケートより（大会の魅力・楽しみ方・感想）

２回目の参加です。（昨年は抽選に漏れま

した）。本当に子供から大人までみんなで楽

しめる素晴らしい大会です。地震の後で大変

だったと思いますが、開催してくれて、とて

も感謝しています。ありがとうございました。

（タケと愉快な仲間たち 長島実佐さん）

２年越し、やっとエントリー出来てみんな

で喜びました。ありがとうございました。

個人のレースと違ってチームワークでレー

スが出来てとても楽しかったです。来年もま

た参加させて欲しいです。

（自給時速 青崎登紀子さん）

役員の方々もお疲れ様でした。久しぶりに

天気に恵まれて楽しい大会になりました。注

意された方が何名かいたのが残念です。また、

要望なのですが、各部門のチーム数を冊子に

載せて欲しいです。今年は男子チームが抽選

漏れしてしまいました。来年は揃って出場し

たいと思います。ありがとうございました。

（ウルトランナーズ・ピーチ 西須祐子さん）

追加当選で初参加でした。クラブの全員が

大会にとても満足しており、追加当選に感謝

しています。駅伝のタスキを繋いで走る感動

を味わうことが出来楽しかったです。今年の

記録を更新するために、また 練習を重ねた

いと思います。来年の大会も申込をします。

（幕張ﾍﾞｲﾗﾝﾆﾝｸﾞｸﾗﾌﾞ 鈴木和孝さん）



千葉県テニス協議会主催の春季テニス大会（混

合ダブルス）は５月１日（日）千葉市・稲毛海浜

公園庭球場において開催されました。

大震災の影響で３月の「なのはな大会」が中止

したこともあり稲毛海浜公園庭球場での大会が危

ぶまれていたのですが、コートの損傷が比較的軽

かったため実施しました。

混合ダブルスにはゴールデンウイークにも拘わ

らず４８組の参加がありました。

試合方法はリーグ戦＋順位トーナメント戦方式

で３試合以上出来るようにし、６ゲーム先取。

３ペアは総当り。４ペアはドロー表の順に１－２

と３－４で試合を行い、次に１－３と２－４の試

合をする方法で行なわれました。

大震災の影響で練習も十分出来なかった様です

が、好天にも恵まれどのコートも熱戦が繰り広げ

られていました。

試合結果は以下の通りです。

１位トーナメント

優 勝 葛西麻衣子・近藤淳輝組（フリー・フリー）

準優勝 野中由美佳・鶴川正剛組（びぎなーず・フリー）

第３位 折野一美・小倉清明組 （ＳＤＴＣ・フリー）

第４位 武藤夏子・武藤満章組 （ラ・フェット）

（１位トーナメント優勝 葛西麻衣子・近藤淳輝組）

２位トーナメント

優勝 黒川結夏・横山慶太組（フリー・ラ・フェット）

準優勝 伊藤 栞・奥田真也組（フリー・びぎなーず）

（２位トーナメント準優勝 野中由美佳・鶴川正剛組

（３位トーナメント３位 武藤夏子・武藤満章組）

尚、混合ダブルスに先立ち４月２日（土）には

女子ダブルス、４月２４日（日）に男子ダブルス

がそれぞれ千葉市・高浜庭球場で行なわれました。

結果に次号に掲載を予定しています。

お知らせ
全国テニス選手権大会千葉県予選会は８月６日

（土）から千葉県総合スポーツセンター庭球場に

て開催されます。今年に限り震災で実施出来なかっ

たなのはな大会も特別行事として実施する予定。

優 勝 （混合ダブルス）

葛西麻衣子・近藤淳輝組（フリー）
第３０回春季テニス大会の結果

お詫び
前号（Ｎｏ１０９）Ｐ１宮城県連盟からの

お礼及び報告の中で佐々木啓治理事長と掲載

しましたが佐々木信義副理事長のあやまりで

した。訂正し、お詫び申し上げます。



久々にバレーボール協議会に加盟しているチー

ムを紹介します。

４月２４日（日）千葉市・花島体育館で開催さ

れていた春のバレーボールフェスティバルの会場

にお邪魔し、写真を撮らせていただきました。

① クラブ（チーム）名 飯岡クラブ

② 代表者 宮内勇弥

③ 連絡先 旭市永井

④ チームの概要（チームの由来・チームの特徴・

練習日程・人数等）

毎週、月・木曜日の週２回練習をしています。

人数は男子１０～１２人、女子は４～７人です。

飯岡クラブというのは、旧飯岡町で３０年位前

に地元の青年たちが集まって結成しました。

当時は飯岡中学校で週２回、スポーツ連盟の全国

大会を目指して頑張っていたそうです。

現在は飯岡小学校に練習場所を移して、楽しく

汗を流しています。

（前列一番左１１番がキャプテンの宮内さん）

⑤ クラブのアッピール（１１年度の抱負等）

３月１１日（金）の大震災で自分達の練習して

いる飯岡小学校がしばらく使うことができません

でした。でも先日の試合（春のバレーボールフェ

スティバル）では、良い内容のゲームが出来たと

思います。

節電や避難所になっていて体育館はまだ、使え

ませんが、大会で一つでも多く勝てるように、こ

れから頑張っていきたいです。

⑥ その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待する事等）

今年は大震災で開催されるか分かりませんが、

毎年７月の最後の日曜日に『旭市飯岡ＹＯＵ遊フェ

スティバル』があり飯岡海岸においてビーチバレー

大会があります。

クラブ紹介

飯岡クラブ
千葉県バレーボール協議会

明るく、楽しい雰囲気のチームで好感がも

てました。とても歴史のあるチームで５０～

６０代の会員もいらっしゃるとの事。キャプ

テンの宮内さんのお父様も飯岡クラブでキャ

プテンをされていたそうで親子で地元のクラ

ブを運営・引き継いでいます。

銚子商業高校と市立銚子高校の人たちが多

いそうです。４月の試合は震災後初めての試

合でしたが、若さ溢れる試合運びで相手チー

ムを圧倒していました。女性の応援も光って

いました。 （文責 金子）



第４５回全国軟式野球大会前半戦について脇村元夫千葉県野球協議会事務局長にお聞きしました。

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Ｒ

６月１４日（日）春季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

かずさ卓球協議会総会

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

７月 ３日（日）野球協議会リーグ戦

７月 ３日（日）春季サッカー大会・決勝Ｔ

７月１０日（日）野球協議会リーグ戦

空手協議会審判講習会

７月１７日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会リーグ戦

反核・平和マラソン

７月２４日（日）野球協議会リーグ戦

バドミントン大会

サッカー協議会リーグ戦

７月３０日（土）祭典・卓球大会・団体戦

７月３１日（日）サッカー協議会リーグ戦

６・７月行事予定

３月６日に開幕した第４５回全国軟式野球大

会千葉県大会は東日本大震災の影響を受け、そ

の後、３５試合が中止となり日程的にも大変な

状況となっています。また、例年よりも早く５

月末から梅雨入りとなり雨の影響もありチーム

の試合消化は６月１２日現在で３試合から７試

合と大きく隔たっています。

一部は栄町クラブＺが震災・雨の影響をもろ

に受け３試合にとどまり今後の試合日程に困難

が予想されます。福井電機も４試合と出遅れて

います。試合日程のきつくなっている栄町クラ

ブＺ・福井電機がどう踏ん張るのかが見物です。

リコージャパン千葉は６試合全敗と一部残留に

赤信号が点っています。

二部は京葉スターズが順調に勝ち点を伸ばし

ています。６試合消化して５勝１分けと首位を

保っています。アルティメッツ・ＦＣ当たりが

どこまで踏ん張れるかが後半の楽しみです。シャー

プ幕張、花見川デンジャラス、ヤングバンブー

が苦戦を強いられています。

三部は古豪の海浜ブラザーズが久しぶりに５

勝負け無しと快進撃を続けています。他チーム

は星のつぶし合いで海浜ブラザーズに有利な状

況となっています。一方、昨年４部で優勝し昇

格したＺＥＵＳ、アクセルズが５試合消化で勝

ち星がなく厳しい状況となっています。

四部は３試合から６試合の消化となっていま

す。負け無しのチームが３試合と消化が遅れて

おり今後の試合日程でどう勝ちを伸ばしていけ

るのか？予断を許さない状況となっています。

９月の決勝トーナメント戦に駒を進めるのは

どのチームか？リーグ戦中盤から後半へ続く日

程でどのチームが勝ち星を伸ばせるのか目が離

せないリーグ戦になりそうです。

１部のリーグ戦表は下記の通りです。


