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走る仲間が増えました。
第９回 反核・平和マラソン
夏の日差しがきつい中、今年もちば反核平和マ
ラソンがおこなわれました。千葉県では東日本大
震災による地震、津波、液状化現象などの被害と
ともに原発による農作物被害なども続いており、
原子力に対する不安が大きくなっています。

（手を振って走るランナー

幸町団地内）

そして、終点の稲毛海浜公園の緑陰でビール、
ワインで慰労会。自己紹介を含めて、来年はもっ
と広げようとそごう確認して終了しました。
中央区
（スタート前全員集合 スポーツセンター駅）
コースは千葉市の都市モノレール、スポーツ

を走り
ました。

センター駅から稲毛海浜公園まで約１２キロ、途

（千葉

中４回の給水タイムをいれて２時間ほどでゆっく

そごう

りジョギングペースで訴えて走ります。
今回は、ちばランニングセンター結成当初から

横）

の弁護士を含めた法律事務所関係者、リレーマラ
ソンのつながりで今回も９名も参加した「上市場
でれすけ倶楽部」、郵産労の青年、そして千葉ラ
ンニングクラブの会員などランナー２４名、宣伝

早速交流

カー運転手、うぐいす嬢、給水スタッフあわせて

会の準備

３０名を越える参加があり、少しづつ広がりをみ
せています。

開始
（海浜公

沿道では、高校生の集団が一斉に手をあげてく
れたり、親子連れが拍手をしてくれたり、この時
期ならではの行動に確信を持たせてくれました。

園内）

千葉商大アベック優勝（１部）
夏季バドミントン大会・団体戦

７月２４日（日）習志野市袖ヶ浦体育館で男女
の団体戦が行なわれました。

女子団体戦
１部

この大会は年間計画では混合団体戦を予定して
いたのですが、３月２７日（土）の東日本大震災

優 勝
第三位

の影響で体育館が使用できなくなり中止になった

２部

め男女別の団体戦に変更して開催したものです。

優

勝

当初４０チームの募集でしたが、締切り日直前
第三位
に申込が相次ぎ５６チームでの開催となりました。 ３部
参加チームは男子１部４Ｔ

２部１４Ｔ

１８Ｔ 女子１部３Ｔ ２部８Ｔ

３部

３部９Ｔでし

優

勝

第三位

千葉商大 準優勝
みっちゃんず

当番ズ

千葉大学

日櫻ＯＢ

準優勝

Ｓｈｏｔ’０４Ｂ

同フェアリー

風林火山

フレンズ

準優勝

日本医科大学

た。体育館の中は３００名を超える選手で溢れ、
試合の途中に換気のため中断せざるを得ないほど
でした。試合は３～４チームのリーグ戦の後決勝
トーナメントを行ないました。
各部とも力が拮抗しており熱戦が続き、試合終
了は予定時刻を２時間も超える大会となりました。

（８面を使用しての運営、）
試合の結果は以下の通りでした。

第三位

千葉商大 準優勝

ピークスポーツ

です。お疲れ様でした。（フェアリー）
羽桐会
準優勝 日櫻ＯＢ
さかなや道場
同 千葉大学

３部
優勝 フレンズ
第三位

若い子が本部を頑張ってやっている事にス
ゴイなあと思いました。次回も参加したい

５１年会

２部
優 勝
第三位

ブル通りに大会が進行できれば、なお良かっ
たと思います。（さかなや道場）

男子団体戦
１部
優 勝

暑い中、さわやかな大会でした。タイムテー

ＢＬＵＥ

準優勝
同

海上自衛隊
ユニシス福祉

普段なかなか出来ない若い方達と試合が出来
て楽しかったです。ただ、進行時間が遅れて
しまったので疲れました。（みっちゃんず）

クラブ紹介

ＲＡＳＵＫＡＲＵ’Ｓ
バドミントン協議会（準）

⑤

クラブのアッピール（１１年度の抱負）
チームとしての抱負は、普段の活動をより充実

させることです。練習、合宿、チーム内大会「ラ
スカルズカップ」などの活動の中で、それぞれが
「上手くなりたい」「楽しみたい」と個々の
目標を持ってステップアップ出来れば良いと考え
ています。

スポーツ連盟千葉のバドミントン協議会はまだ
結成されていませんが、スポーツ祭典は４０年以
上も前から行なっており長い歴史があります。
今回は連盟のバドミントン大会の常連チームを
紹介します。７月２４日（日）習志野市での大会
でインタビューしました。
①

クラブ名

ＲＡＳＵＫＡＲＵ’Ｓ (ﾗｽｶﾙｽﾞ)

②

代表者名

鈴木 卓

③

連絡先
メール
ＨＰ

④

rasukarus2004@yahoo.co.jp
http://rasukarus.sakura.ne.jp

チームの概要（名前の由来・チームの特徴・
練習日程・人数等）

（ラスカルズの皆さんではないかも？）
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）
７月２４日、新日本スポーツ連盟様主催のバド
ミントン大会に男女団体戦３チーム１９名で参加
させて頂きました。これほど多くのメンバーで試
合に出たのは初めてですが、試合や応援を通じて
チームの結束が強まった気がします。是非また参
加させて頂きたいと思っていますのでこれからも
よろしくお願い致します。
明るく、とても楽しい雰囲気のクラブで羨ま
しくなりました。試合終了が遅くなったにも拘
わらずお叱りもなく、安堵しました。（金子）

（大会の前全員集合しました。ステージにて）
今年で創部８年目になるバドミントンサークル
です。チーム名の由来は、初代代表が飼っている
ウサギの名前です。メンバーは２０代～４０代と
幅広く、約３０名が在籍しています。練習は日曜
午後で月３～４回の頻度。千葉市、市原市の体育

第４７回千葉県スポーツ祭典

バドミントン大会
期

日

2011年９月３日（土）９：００

会

場

千葉公園体育館

種

目

個人戦
一般の部

館で活動しています。初中級者からベテランまで、
メンバーの実力は様々ですが、一緒にバドミント
ンを楽しめる雰囲気があります。
最近では子連れのメンバーも増えたので、コー
トの周りをちびっ子が走り回っています。
練習以外でも集まってウインタースポーツ、花
見、ＢＢＱなどのアウトドアも楽しんでいます。

男女ダブルス

参加費

シニアＡ（40歳の部）
シニアＢ（50歳の部）

１ペア３０００円（高校生2400円）

締切り ８月２０日（土）
全国大会
2011年１２月３日・４日
名古屋市守山スポーツセンター
種目は一般の部（1･2部）シニアＡ・Ｂ

優勝

カメラート 準優勝 さむらい
スポーツ連盟・春季サッカー大会終了
恒例の千葉県サッカー協議会主催の春季サッカー
大会も今年で１０回目となりました。
大会を振り返り、サッカー担当の浅沼義明連盟
理事長に大会を振り返りコメントを頂きました。
東日本大震災により、３月から開催予定の
春季大会は４月３日からの大会となりました。
参加１３チームの内、協議会加盟に新しく
カメラートをむかえ１２チームと常連のアベ
ニーダにより４・４・５の３ブロックによる
リーグ戦。天候にも恵まれ順当に試合を消化
し、その後、順位戦トーナメントに入りまし
た。

（優勝 カメラートのイレブン 八幡競技場））

さすがどのチームもメンバーをセレクトし
７月３１日八幡球技場において準決勝･決勝戦
が行われました。準決勝に残った４チームの
戦力は拮抗していることの証左として、すべ
てがＰＫ戦になりました。準決勝の第一試合
はリベルタ対カメラート、第二試合はバルサ
ン対サムライ。決勝戦はカメラートとサムラ
イ。この両チームは予選リーグにおいても引
き分けたが決勝戦においても勝負つかず、PK
戦４：２でカメラートに凱歌が揚がりました。
カメラートは８月７日に行われる東日本選
抜サッカー大会に出場します。千葉県代表と
して成果をあげてほしい。
準決・決勝戦のダブル試合は運営として問
題がありました。たまたま試合当日は例年に
なく気温の低い日であり２試合をこなせたが
それでも多くの選手の脚ツリが見られた。選
手の健康管理を充分配慮し、今後は日をわけ
ての試合とするよう運営に心がけたい。

第４７回千葉県スポーツ祭典

サッカー大会
期日

2011年８月２１日～１０月３０日

会場

市原文化の森
八幡競技場

競技方法
決勝戦
試合前の
握手

千葉市青葉の森競技場

他

参加チーム数 １６チームの予定
予選リーグの後決勝トーナメント
リーグ戦については延長戦はなし。

参加費
表彰

勝点３ 引分１ 負け０
３００００円（協議会ﾁｰﾑ15000円）
優勝チームは東日本大会に出場権

全国大会予選会に４９チームが参加

第47回県スポーツ祭典・卓球大会（団体戦）

第４７回千葉県スポーツ祭典・卓球大会の団体
戦は７月３０日（土）千葉ポートアリーナのメイ
ン会場にて開催されました。
今年の全国大会は岡山県での開催となり遠方の
ため昨年より参加は少なかったものの常連のチー
ムや大学生のチームを中心に一般男子１２チーム、
年代別男子９チーム。一般女子４チーム、年代別
女子２４チームの４９チームが参加し、全国大会
の出場権を懸け、熱戦が繰り広げられました。

年代別５０代（代表枠
第１位

４チーム）

ＪＵＳＴ

第２位

成田クラブ

第３位 千葉ｸﾗﾌﾞ（B)第４位 エリア２２
年代別６０代（代表枠 ３チーム）
ＦＣＣは１チームのため本大会に出場

女 子
一般団体戦 （代表枠５チーム）
第１位 千葉クラブ① 第２位 千葉クラブ②
第３位

千葉大学

年代別３０代
第１位
第３位

第４位 Team Aoyama

（代表枠４チーム）

ウエル
第２位
富士AE卓球ｸﾗﾌﾞ②

年代別５０代
第１位
第３位

富士AE卓球ｸﾗﾌﾞ①

（代表枠４チーム）

西船レディース
フリーダム

年代別６０代
第１位

第２位 幸①
第４位 千葉クラブ

（代表枠４チーム）

幸

第２位スマイルクラブ

第３位 フリーダム
年代別７０代

第４位みどり

千葉フレンズは１チームのため本大会に出場
（予選会・オープン大会を含め４２台を使用）
結果は以下の通りでした。

オープン大会について

男 子

全国大会とは別のオープン大会に男女合わせて

一般団体戦（代表枠５チーム）

ジャスミンは昨年全国優勝のため推薦

６６チームが参加しました。

第１位
第３位

ＴＲＦ（Ｂ）
みずきりだな

第２位
第４位

ＦＣＣ
ポピンズ

男子オープン大会
Ａランク 第１位

第５位

千葉大学（Ｂ)

第５位

赤翔馬（Ｂ)

Ｂランク

※千葉大学が棄権のため赤翔馬が代表となる。
※ＴＲＦ（Ａ）は関東推薦として全国に出場。
年代別３０代（代表枠４ーム）
第１位

ＴＲＦ

第２位

ＫＣＰＣ①

第３位

エリア２２ 第４位

ＫＣＰＣ②

いのたく

第２位ＫＷＣ

Ａブロック

第１位

卓愛会（Ａ) 第２位どんぐり

Ｂブロック
第１位 船橋卓友会

第２位西小中台②

Ｃブロック
第１位 カディア
第２位卓愛会（Ｂ)
※女子は次号に掲載予定

対戦はＫＣ
ＰＣ①対エ
リア２２

男子オープン大会
卓初会のメンバー

８・９月行事予定
８月

６日（土）祭典・テニス大会（予選会）

８月

７日（日）野球協議会リーグ戦

（臨時）なのはなテニス大会
東日本サッカー交流大会
８月１４日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会（予選会）
（臨時）なのはなテニス大会
８月２０日（土）祭典・テニス大会（予選会）
８月２１日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会（予選会）
８月２８日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会（予選会）
市原加盟クラブ大会（卓球）
９月

３日（土）祭典・バドミントン大会

９月

３日（土）祭典・バレーボール大会

９月

４日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会（予選会）

祭典・テニス大会（予選会）
９月１１日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会（予選会）
９月１７日（土）（臨時）なのはなテニス大会
９月１８日（日）祭典・サッカー大会（予選会）
祭典・テニス大会（予選会）
９月２３日（祝）祭典・卓球大会

個人戦

祭典・テニス大会（予備日）
祭典・野球大会開始（トーナメント）
９月２５日（日）祭典・サッカー大会（予選会）
※野球協キャプテン会議

９月１０日（土）

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

