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優 勝
８７チームが集う
今年も盛況
大谷・中村組（グッピーズ） レディースオープン松戸大会
春季テニス大会・女子ダブルスの結果

千葉県テニス協議会主催の第３０回春季テニス
大会が４月２日（土）千葉市・高浜コートで開催
されました。（前号の混合ダブルスの続きです）

卓球協議会は今年も６月に松戸市運動公園体育
館でレディースオープン大会を開催しました。

大会には未加盟のクラブも含め３２ペアが参加
しました。大震災の影響でほとんどのコートが使
用不可能となり、３月は試合が出来なかったこと
から、震災後初めての試合となりました。
試合は３チームのリーグ戦の後、順位トーナメ
ント戦を行ないました。
試合結果は以下の通りでした。
１位トーナメント
優 勝
準優勝

大谷美佳・中村晶子組（グッピーズ）
高橋 操・松元知子組（フリー）

第三位 早川智美・片山裕子組（フレームショット・フリー）
第四位

鈴木良枝・松田隆子組（ＤＲＥＡＭＳ）

（２７台を使用し一日楽しみました）
松戸市を中心に８７チームが参加し１ダブルス
２シングルスの試合を楽しみました。

Ａランク
優勝

ラベンダー②（松戸市）（田中 渡辺 菅原）

Ｂランク
Ａブロック
優勝 ドラゴンクラブ（江戸川区）奥島
Ｂブロック
優勝 ワッフル
Ｃブロック
優勝
（
優

１位トーナメント

優勝

大谷・中村組）

２位トーナメント
勝 加藤めぐみ・澤田尚美組（ラ・フェット）

準優勝

栗林幸枝・佐久間ゆかり組（ザウルス）

（柏市）

関口 御園）

山本 青木 浅野

メルヘン（鎌ヶ谷市）小森

坂本

保坂

蜂須賀

Ｄブロック
優勝 フリージア（松戸市）小林 佐々木 小谷
Ｅブロック
優勝

双葉クラブ②（流山市）斉田

石橋

山内

村上

３位トーナメント
優

勝

藤井佑実・小玉光子組（FFT-DOGS)

※Ｃ・Ｄランクと感想は４ページをご覧下さい。

優 勝

団体戦
葵塾Ｂ
組手 一般男子有段 安藤貴裕（鷹武館）
形 一般男子有段 箕輪翔馬（拳身会）

恒例の春季空手大会は６月５日（日）千葉県ス
ポーツセンター武道館・第一道場にて開催されま

小 学校３年生の部
優 勝 日笠 椋介（紘武会）

した。

準優勝

今年は空手協議会に加盟クラブも１１団体とな
り昨年よりも多い「組手」１８０名、「形」１９
０名の選手が参加しました。

奥村

美月（紘武会）

小 学校４年生の部
優 勝 藤沼 孝輔（紘武会）
準優勝 鴻野 快斗（森谷塾）
小 学校５年生の部
優 勝 中村 赳大（葵塾）
準優勝 森川 翔太（錬極館）
小 学校６年生の部
優

野田

千尋（拳夢館）

準優勝 月崎
中 学生の部

陸斗（紘武会）

優

勝

勝

準優勝

石井健太郎（紘武会）
市川

響

（紘武会）

一 般女子の部
優 勝 新井 千絵（真心会）
（選手宣誓

葵塾）

準優勝

木村あけみ（真心会）

今回から形の判定はフラッグ方式に変更されま
した。

（２名同時に演技し勝敗を決めました）
結果は以下の通りでした。
小学校１年生 の部
優 勝 折井 みく（拳夢館）
準優勝 藤田 稜平（葵塾）

一 般男子有級の部
優 勝 平子 和正（拳夢館）
準優勝 鴻野 直樹（森谷塾）
一 般男子有段の部
優 勝 箕輪 翔馬）（拳身会）
準優勝

高木

和志

（真心会）

小学校２年生 の部
優 勝 徳永 愛心（拳夢館）

今回は小学生の１２年生・３４年生・５６年生で

準優勝

各１名ずつ３名で１チームを編成しました。

笹野

俊 （鷹武館）

形競技に続いて団体戦がおこなわれました。

クラブ紹介
小 見川 バレ ーボ ール クラブ
千葉県バレーボール協議会
前号に引き続きバレーボール協議会からの紹介
です。飯岡クラブ同様、春のバレーボールフェス
ティバル会場で写真を撮らせていただきました。
① クラブ名（チーム名）小見川クラブ
②

代表者

柏熊

③

連絡先

銚子市外川町４－１１１８０

裕史

④

メール
hiroshinopc0602@ybb.ne.jp
チームの概要（名前の由来・チームの特徴・

（見事！強力なスパイクが決まる）

練習日程・人数等）

ヤッター

チーム名の通り、小見川町（現 香取市）出身

ぞ、決まっ

者を中心としたチームです。チームの歴史はとて
も古く、現在の監督も発足時期を知らない程です。

た！

２２才～３０才の１２名で活動しています。
バレーボールを楽しみたいメンバーが揃ってい
ますが、仕事が不規則なメンバーが多く、小見川
中学校で行なっている週２回の練習もままならな
いのが現状です。
攻撃力重視のチームで攻撃にしか意識の行かな
いメンバーが揃っているのが長所でもあり、短所

試合途中の

でもあります。。最近では試合後の飲み会がメイ

ミーティング

ンの活動になりつつあります。

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）
毎年１２月の第二週日曜日に親睦・交流を目的

として小見川クラブ主催の大会が開催されていま
す。香取市内での開催ですが、多くのチームに参
加してもらえればと思います。もし興味があれば
試合の時にでも聞いてもらえればと思いますので、
小見川クラブ共々よろしくお願いします。
（前列左から２番目がキャプテン
⑤

柏熊さん）

クラブのアッピール（１１年度の抱負）
過去に何度か、関東大会、全国大会に出場して

いますが、毎年出場するのが目標です。試合の参
加メンバーが固定できず、チーム力が不安定なの
が課題です。今年は練習回数を増やすとともに新
メンバー加入なども行いチームの向上を図り試合
で安定した力を発揮出来る様にして行きたいです。

関東ブロックバレーボール大会
期 日
７月２４ 日（日）
埼玉県・ さいたま市
会 場
春 のバレ ーボ ール フェ ステ ィバ ル参 加チ ー
ムの中 から次の男子３ チームが出場 します

ＮＵＤＯ、沼南、ＳＰＯ

以上３チームの活躍に期待します。

第１回理事会
開催される
６月２７日（月）千葉県連盟定期総会後初めて

Ｃランク
Ａブロック
優勝 たんぽぽ①（鎌ヶ谷市）寒河江 保坂 張
Ｂブロック
優勝 幕張シェル（千葉市）秋庭 藤田（道）矢崎
Ｃブロック

の理事会が、穴川コミュニティセンターにて開催

優勝

たんぽぽ②（鎌ヶ谷市）百瀬 山田 北村

されました。

Ｄブロック
優勝 ナイスミート（松戸市）本間 中村 若林
Ｅブロック
優勝 アフターズ①（松戸市）安倍 長谷 佐藤
Ｆブロック
優勝 まつりか（船橋市）山川 石沢 秋野
Ｇブロック
優勝 手児奈会②（市川市）野本 藤川 三好 山根

Ｄランク
Ａブロック
優勝 矢切クラブ（松戸市）佐々木 清水 山田
（第１回理事会

穴川コミュニティセンター）

理事会には１９名中１６名の理事が出席、春に

Ｂブロック
優勝 パンジー（船橋市）雨森 鍋田 堀口 佐藤

開かれた大会の特徴が話されました。大震災の影

Ｃブロック
優勝 みやび （松戸市）中村 近藤 山崎

響でテニスや卓球、野球等で開催を中止せざるを
得なくなり、今後財政的に厳しい状況が生まれる

Ｄブロック
優勝 三田クラブ⑤（船橋市）松田 石塚 青柳

のでないか、またリーグ戦の進行に遅れが出てい
る事などが報告されました。
討議では７月から開催される千葉県スポーツ祭

楽しくプレーが出来て、このご時世クーラー
（空調設備）までつけていただいて感謝 カ

典について改めてその意義の確認がなされました。

ンシャ。時間的に早く終わったのでもう１チー

６月１７日に参議院本会議でスポーツ基本法が

ム多ければと思いました。（５チームでした）

制定されました。その前文に「スポーツはすべて
の国民がスポーツを楽しむ機会が確保されなけれ
ばならない」と規定しました。これは長年スポー
ツ連盟が「スポーツは権利である」との立場で活
動していた成果の反映であり、今までの活動に確
信をもち更に千葉県祭典を大いに成功させようと

（パンジー

佐藤さん）

昨年から二度目です。江戸川から来ました。
千葉の方達と思いっきり戦えてたくさん試合
も出来て楽しかったです。明るくて綺麗な体
育館ですね。（ドラゴンクラブ

御園さん）

確認しあいました。
既に統一祭典ビラは８０００枚印刷し、労働組
合等に配布されています。
討論では安定的な財政を支えるためにも新しい

会場が涼しくて楽でした。３番まで試合が
でき、試合数が多いのでよかった。
（みやび

中村さん）

種目での行事開催の必要性も論議されました。ま
た、反核・平和マラソンの参加者を増やす努力
も確認されました。
なお、今回の理事会をもって及川副理事長が故
郷の北海道に戻ることから、今までの連盟活動に
ついての感想も話されました。

今日は３番手までやらせていただき大変勉
強になりました。また来年も参加したいと思
います。宜しくお願いします。
（ワッフル

青木さん）

今回は８団体１４チームが出場しトーナメント
戦を行い、葵塾Ｂチームが優勝、今回から授与す

小 学校５年生の部
優 勝 中村 赳大（葵塾）

ることに決まった優勝カップを手にすることがで

準優勝

きました。

小 学校６年生の部
優 勝 野田 千尋（拳夢館）
準優勝 野口 海斗（拳身会）

優 勝 葵 塾Ｂ
準優 勝

拳夢館Ａ

先鋒

山脇勇希 中堅

大将

仲村赳大

先鋒鈴木健太
大将

第三位 拳身会Ｂ

中堅

仲村快斗
平子敦也

津畑銀次

同

拳夢館Ｂ

津畑

銀次（拳夢館）

中 学校１年生の部
優 勝 田口 勝太（葵塾）
準優勝 石井健太郎（紘武会）
中 学校２・３年生 の部
優 勝 楠美 純也（紘武会）
準優勝 大草 達也（拳身会小中台）
中 学生女子の部
優

勝

佐藤

涼凪（葵塾）

準優勝

藤沼

侑希（紘武会）

一 般女子の部
優 勝 御厨 朝子（森谷塾）
準優勝
（優勝

葵塾Ｂ

中央は田口師範）

準優勝
午後は組手が４面のコートで行なわれました。
結果は下記の通りでした。
小学校１年生の 部
優

勝

山脇

木村あけみ（真心会）

一 般有級の部
優 勝 堀内 侑也（森谷塾）
高橋

淳史（紘武会）

一 般有段の部
優 勝 安藤 貴裕（鷹武館）
準優勝 三橋 基弘（錬極館）

勇希（葵塾）

準優勝 藤田 稜平（葵塾）
小学校２年生の 部
優

勝

徳永

愛心（拳夢館）

準優勝

鈴木

健太（拳夢館）

小学校３年生の 部
優 勝 石井 尊琉（鷹武館）
準優勝

鈴木

愛弥（鷹武館）

小学校４年生の 部
優 勝 中村 優斗（葵塾）
準優勝 堀内 裕大（森谷塾）

審判講習会のお知らせ
期
会

日
場

２０１１年７月１０日（日）
千葉市・宮野木スポーツセンター

内 容 形及び組手における審判ジェスチャー
形審判における基準等
参加者 各団体審判員
その他 実際に塾生による競技を行ないなが
ら審判技術の向上を目指す。

７・８月行事予定
７月

３日（日）野球協議会リーグ戦

７月３１日（日）サッカー協トーナメント戦

サッカー協トーナメント戦
同 リーグ戦（前期）
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
サッカー協リーグ戦（前期）
反核・平和マラソン

８月

６日（土）祭典・テニス大会・なのは
な大会（延期分）

８月

７日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協リーグ戦（前期）

８月１４日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会・なのは

７月１８日（祝）野球協議会リーグ戦

な大会（延期分）

７月２４日（日）野球協議会リーグ戦

８月２０日（土）祭典・テニス大会

サッカー協リーグ戦（前期）
バドミントン大会（男女団体）
７月３０日（土）祭典・卓球大会

団体戦

７月３１日（日）野球協議会リーグ戦

８月２１日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協リーグ戦（前期）
８月２８日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協リーグ戦（前期）

第４５回全国軟式野球大会千葉県予選会（途中経過）
○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）※雨天中止

