
９月３日（土）千葉公園体育館で第４７回千葉

県スポーツ祭典・バドミントン大会が行なわれま

した。この大会は１２月に開催される全国バドミ

ントン大会の千葉県予選会を兼ねて例年実施され

る大会です。

今年は一般男子ダブルスに２６ペア、一般女子

ダブルスに１９ペアの計４５ペア。シニア男子ダ

ブルスに５ペア、シニア女子ダブルスに８ペアの

１３ペアが参加しました。

試合は３～４チームのリーグ戦の後、順位トー

ナメント戦をおこないました。

今回の大会もバドミントン大会等を専門に掲載

しているインターネット｢バドネット｣で紹介した

ため、千葉県以外に東京、神奈川、埼玉からの参

加申込がありました。

（女子ダブルス戦 手前は船橋啓明高）

全国大会には千葉県から各ランク１～２ペアの

出場枠があります。締切りは１１月２日ですが、

既に一般男子１部に市川市｢ピスコット｣三浦・染

谷組のエントリーがありました。

男男男男子子子子１１１１部部部部

優 勝 斉藤・紙谷組（ピークスポーツ）

準優勝 高木・宮島組（オールレシーブ）

男男男男子子子子２２２２部部部部

優 勝 秋山・高橋組 （はね太家族）

準優勝 賀籠六・大川組（RUSUKARU’S)

男男男男子子子子３３３３部部部部

優 勝 石川（正）・石川（泰）組（石川組）

準優勝 北島・川田組（千葉大学）

男男男男子子子子シシシシニニニニアアアアＡＡＡＡ

優 勝 森 ・杉町組（行徳クラブ）

準優勝 三谷・大西組（ＢＡＮＢＩ）

男男男男子子子子シシシシニニニニアアアアＢＢＢＢ

優 勝 金子・松元組（磯辺ＢＣ）

準優勝 高田・鈴木組（ﾊﾞﾄﾞ･ｴﾝｼﾞｪﾙｽ)

女女女女子子子子１１１１部部部部

優 勝 原田・渡部組（千葉大学）

準優勝 井上・松崎組（揚羽）

女女女女子子子子２２２２部部部部

優 勝 鈴木・庭山組（千葉大学）

準優勝 井出・栗田組（船橋啓明高校）

女女女女子子子子３３３３部部部部

優 勝 佐藤･黒川組 （Chopper)

準優勝 鈴木・滝 組 （RUSUKARU’S)

女女女女子子子子シシシシニニニニアアアアＡＡＡＡ

優 勝 宇京・工藤組（揚羽）

準優勝 加藤・宮前組（行徳クラブ）

女女女女子子子子シシシシニニニニアアアアＢＢＢＢ

優 勝 尾田・小原組（Cotton)

準優勝 栫井・山並組（揚羽）
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優 勝
男子１部 斉藤・紙谷組（ピークスポーツ）

女子１部 原田・渡部組（千葉大学）

千葉県スポーツ祭典・バドミントン大会開催



第４５回全国軟式野球大会千葉県大会は３月６

日開幕しました。その後、３月１１日の東日本大

震災の影響で３月中は中止となり大会運営が危ぶ

まれました。しかし天候にも恵まれ９月１９日全

日程終了することが出来ました。

一部は福井電機が藤代投手の活躍で２年連続一

部を制しました。

二部は京葉スターズが大塚投手の活躍で１分負

け無しで優勝しました。

三部は海浜ブラザーズが１０戦全勝で久しぶり

に古豪復活となりました。

四部は今年四部落ちしたＢＯＳＳが１分負け無

しで優勝しました。

いずれも投手力の安定したチームが各部を制し

ました。 三部と四部のプレイオフは海浜ブラザー

ズの一方的な試合展開となりそうな序盤でしたが

ＢＯＳＳが追い上げ、６対５と緊迫した試合展開

となりました。しかし、なんとか海浜ブラザーズ

が逃げ切り決勝トーナメントに進みました。

９月２３日は絶好の野球日よりとなり決勝トー

ナメント戦が開催されました。

福井電機

の攻撃

力投する栄町

クラブＺ

柳沼投手

１試合目は海浜ブラザーズ対一部優勝の福井電

機が対戦しました。両チーム投手の好投の前にな

かなかチャンスを作れず回を重ねました。海浜ブ

ラザーズは５回裏無死２塁と先制のチャンスを掴

みましたが送りバント見逃しでランナーが飛び出

し牽制でさされて無得点に終わりました。福井電

機は６回表３安打を集中し２点先取しそのまま逃

げ切り決勝へ駒を進めました。

２試合目は京葉スターズと栄町クラブＺが対戦

しました。１回裏先頭打者が２塁打を放ち２死１・

３塁とし５番鶴岡選手がライトオーバーのスリー

ランを放ち決勝点としました。柳沼投手が要所を

締め３安打完封し決勝へ駒を進めました。

決勝は２年連続同じ顔合わせになり、藤代・仲

野両投手戦となり１点を争う緊迫した試合展開と

なりました。後攻の栄町クラブＺは５回裏、１ア

ウト後、９番打者の四球と１番打者のセンター前

ヒットで１・２塁とし、２番打者の送りバントの

間に２塁走者がホームをおとしいれ、先取点を奪

い仲野投手が１安打完封し接戦を制し関東大会へ

駒を進めました。福井電機は２年連続一部を制し

ましたが決勝でまたもや涙をのみました。栄町ク

ラブＺの試合巧者ぶりが発揮された決勝戦でした。

（脇村元夫 千葉県野球協議会事務局長）

（優勝 栄町クラブＺの皆さん）

（準優勝 福井電機の皆さん）

優勝 栄町クラブＺ 準優勝 福井電機
第４５回全国軟式野球大会千葉県大会が閉幕



久々にサッカー協議会加盟チームの紹介です。

春季サッカー大会会場である八幡球技場にお邪魔

しました。 この日は春季大会決勝戦でした。

カメラートは若さ溢れるプレーを展開。延長戦

後のＰＫ合戦で見事ベテランＳＡＭＵＲＡＩを下

し優勝しました。

① クラブ（チーム）名 カメラート

② 代表者 佐瀬裕太

③ 連絡先 千葉市緑区おゆみ野中央

メール r.s.y.@T.softbank.ne.jp

（決勝戦の前 カメラートの皆さん）

④ チームの概要（名前の由来・チームの特徴・

練習日・人数など）

名前の由来は｢Ｋａｍｅｒａｄ｣はドイツ語で

《仲間・絆》という意味です。

チームの特徴は高校からの仲間で結成されてい

て、みんな明るく賑やかなところです。ちょっと

おバカなところもあるけれど、サッカー好きが集

まっています。

練習は週に１回程度。主に練習試合をやってい

ます。フットサルもやっています。

決勝戦

の様子

人数は１９人位、しかし毎回ぎりぎりの１１名

です。…

⑤ クラブのアッピール（１１年度の抱負）

新日本スポーツ連盟の春季大会で初登録、初出

場、初優勝し、関東大会では３位になりました。

わいわいにぎやかで和気藹々としています。

普段はおふざけばかりだけどサッカーをやる時

は超真剣！！！。チームワークも良いので、１年

限りのチームにならずに継続できるように頑張り

ます。

⑥ その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待する事）

チーム数を増やし、どんどん規模が大きくなる

といいなと思います。

クラブ紹介
カメラート

千葉県サッカー協議会

第４７回千葉県スポーツ祭典
サッカー大会

期 日 ２０１１年９～１０月

会 場 千葉県総合スポーツセンター

八幡競技場・文化の森等

募 集 １６チームによるオープン大会

リーグ戦の後トーナメント戦

参加費 ３００００円（加盟ﾁｰﾑ15000円）

その他 試合時間３０分 ﾊｰﾌﾀｲﾑ１０分

試合成立は８人 交代は７人まで

特 典 優勝チームは選抜東日本大会の出場

権を得る。（１１月６日 千葉・天台）

選抜東日本大会優勝チームは全国ファ

イナル大会の出場権を得る。

（１１月２７日 市原・臨海球技場）



千葉県卓球協議会は７月３０日（土）の第４７

回千葉県スポーツ祭典・団体戦に続き、９月２３

日（祝）に個人戦を千葉ポートアリーナで開催し

ました。

今年の全国大会は年代別大会が岡山県、一般大

会が岐阜県と昨年の東京に比べ遠方と言う事もあ

り、例年よりやや少なめでしたが、予選会に一般

男子４４名、年代別男子５６名。一般女子１１名、

年代別女子５０名の１６１名が参加しました。

全国大会の枠は一般男女で３０名、年代別男女

で９０名と年代別は比較的全国大会に出場しやす

い年となりましたが熱戦が繰り広げられました。

特に若い人たちの一般男子は激戦となり激しい戦

いとなりました。全国大会には１２９名が出場。

（予選会・オープン大会 合せて４６台を使用）

結果は以下の通りでした。

男男男男子子子子一一一一般般般般

第１位 星野 和洋（ＴＲＦ）

第２位 竹之内亮佑（ＴＲＦ）

第３位 大塚 裕佑（ＴＲＦ）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＡＡＡＡ（（（（３３３３００００～～～～３３３３４４４４歳歳歳歳））））

第１位 角田 隆史（ＴＲＦ）

第２位 高木 剛（プリズンブレイク）

第３位 平野 剛（ＫＣＰＣ）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＢＢＢＢ（（（（３３３３５５５５～～～～３３３３９９９９歳歳歳歳））））

第１位 平野竜太郎（ＫＣＰＣ）

第２位 颯佐 薫之（富士ＡＥクラブ）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＣＣＣＣ（（（（４４４４００００～～～～４４４４４４４４歳歳歳歳））））

第１位 小山 一宏（ＫＣＰＣ）

第２位 小柴 雄司（ＫＣＰＣ）

第３位 谷口 清晴（ＫＣＰＣ）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＤＤＤＤ（（（（４４４４５５５５～～～～４４４４９９９９歳歳歳歳））））

第１位 菊地 浩彰（ＦＣＣ）

第２位 小林 哲也（木更津クラブ）

第３位 佐藤 卓司（エリア２２）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＥＥＥＥ（（（（５５５５００００～～～～５５５５４４４４歳歳歳歳））））

第１位 岡野 淳一（ＴＲＦ）

第２位 井坂 幸彦（ＦＣＣ）

第３位 島田 勲 （ＦＣＣ）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＦＦＦＦ（（（（５５５５５５５５～～～～５５５５９９９９歳歳歳歳））））

第１位 新田 康博（千葉クラブ）

第２位 鈴木 敏男（千葉クラブ）

第３位 本条 繁 （千葉クラブ）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＧＧＧＧ（（（（６６６６００００～～～～６６６６４４４４歳歳歳歳））））

第１位 坂村信春（ＪＵＳＴ）

第２位 渡部秀樹（中央クラブ）

第３位 小林 実（ＪＵＳＴ）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＨＨＨＨ（（（（６６６６５５５５～～～～６６６６９９９９歳歳歳歳））））

第１位 小野恒靖（富津クラブ）

第２位 平野功一（富津クラブ）

男男男男子子子子年年年年代代代代別別別別ＪＪＪＪ（（（（７７７７００００～～～～フフフフリリリリーーーー））））

第１位 永井弘祐（中央クラブ）

第２位 永田冬彦（個人）

（男子一般 手前 曽谷選手 向側 元山選手）

女女女女子子子子一一一一般般般般

第１位 佐藤 香織（青卓会）

第２位 川原 瑞希（千葉クラブ）

第３位 佐藤 友美（千葉クラブ）

全国大会へ１２９名の派遣
千葉県スポーツ祭典・卓球大会（個人戦）



女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＡＡＡＡ（（（（３３３３００００～～～～３３３３４４４４歳歳歳歳））））

第１位 平井由理子（つくばスピナーズ）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＢＢＢＢ（（（（３３３３５５５５～～～～３３３３９９９９歳歳歳歳））））

第１位 藤本 貴子（木更津クラブ）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＣＣＣＣ（（（（４４４４００００～～～～４４４４４４４４歳歳歳歳））））

第１位 鈴木 浩美（木更津クラブ）

第２位 齋藤 博美（富士ＡＥクラブ）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＤＤＤＤ（（（（４４４４５５５５～～～～４４４４９９９９歳歳歳歳））））

第１位 近藤 晴美（富士ＡＥクラブ）

第２位 小林 康子（ウェル）

第３位 座間 ゆみ（あすなろ）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＥＥＥＥ（（（（５５５５００００～～～～５５５５４４４４歳歳歳歳））））

第１位 手島 寿子（千葉クラブ）

第２位 大久保尚子（木更津クラブ）

第３位 森 政子（ウェル）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＦＦＦＦ（（（（５５５５５５５５～～～～５５５５９９９９歳歳歳歳））））

第１位 目原 美幸（幸）

第２位 富沢 範子（アクアマリン）

第３位 高知尾久美子（ウェル）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＧＧＧＧ（（（（６６６６００００～～～～６６６６４４４４歳歳歳歳））））

第１位 五十嵐昭子（千城クラブ）

第２位 竹内久美子（千葉ＴＨＩＮＫ）

第３位 紺野たけ子（幸）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＨＨＨＨ（（（（６６６６５５５５～～～～６６６６９９９９歳歳歳歳））））

第１位 永見 綾子（幸）

第２位 関 照美（かずさ）

第３位 和地 祐子（西船レディース）

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別ＩＩＩＩ（（（（７７７７００００～～～～フフフフリリリリーーーー））））

第１位 三好 清子（千葉ＴＨＩＮＫ）

第２位 宮田 房子（市川フレンズ）

第３位 岸田みゑ子（タウンズエイト）

（女子一般 手前 永見選手 向側 荒木選手）

上記の選手の他、昨年全国大会でベスト４に入っ

た選手が１０名います。この選手はこの大会には

出場しておりません。

前号に引き続き、第４７回千葉県スポーツ祭典・

テニス大会・予選会の内の混合ダブルス大会の結

果をお知らせします。

全国大会予選会の混合ダブルスは９月１８日

（日）稲毛海浜公園庭球場で行なわれました。

大会には１８ペアが参加し、滋賀県で開催される

全国大会の出場権をかけて熱戦が繰り広げられま

した。大会はトーナメント方式で行なわれました。

コンソレ（１回戦の敗者戦）も行なわれました。

試合結果は以下の通りです

優 勝 坂本智美・坂本真吾組（ラ・フェット）

準優勝 水野理香・菊池憲司組（ラ・フェット）

第３位 大野則子・山下幸志組（庭猿）

第４位 日向美志・是枝亜樹組（ラ・フェット）

ココココンンンンソソソソレレレレのののの結結結結果果果果

第１位 中村純子・松野純也組（ラ・フェット）

第２位 大塚理代・丹 晃敏組（フリー）

千葉県スポーツ祭典テニス大会

混合ダブルスの結果

第１８回全国テニス選手権大会
期 日 ２０１１年１１月１２日・１３日

会 場 大石緑地スポーツ村テニスコート

滋賀県大津市大石淀町

種 目 一般の部 男子・女子シングルス

男子・女子ダブルス

ミックスダブルス

壮年の部 男子シングルス

競技方法 ８ゲームプロセットマッチ

使用球 ダンロップフォート

参加費 ８０００円（一般の部・壮年の部）

申込締切 ２０１１年１０月２４日（月）



○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）※雨天中止

１０月 １日（土）祭典・テニス大会（一般）

１０月 ２日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

祭典・サッカー大会（予選Ｒ）

１０月 ８日（土）祭典・卓球大会ダブルス戦

１０月 ９日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

祭典・サッカー大会（決勝Ｔ）

１０月１０日（祝）祭典・野球大会（トーナメント戦）

野球協・関東大会(四街道）

１０月１６日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

１０月２２日（土）祭典・テニス大会（一般）

１０月２３日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

祭典・サッカー大会（決勝Ｔ）

祭典・テニス大会（一般）

内房スポーツ祭典（かずさ協議会）

１０月３０日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

祭典・陸上競技大会

１１月 ６日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

１１月１３日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

祭典・テニス大会（一般）

１１月１９日（土）なのはなテニス大会

１１月２０日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

１１月２３日（祝）祭典・野球大会（トーナメント戦）

１１月２７日（日）祭典・野球大会（トーナメント戦）

全国サッカーファイナル大会

全国大会 野球・テニス １１月１２・１３日

全国大会・バレーボール １１月１９・２０日

全国大会・卓球（年代別）１１月２６・２７日

１０・１１月行事予定

第４５回全国軟式野球大会千葉県大会最終結果


