
１月９日（土・祝日）県総合スポーツセンター

にて｢新春シニアテニス大会｣が行われました。

女子７チーム４３名、男子１１チーム６６名、総

勢１０９名という、この大会最高の参加者でした。

各チーム３組によるダブルスの団体戦です。

前半はリーグ戦を行い、１．２位を決定し、後半

はトーナメント戦で優勝を競いました。

（女子団体戦はＢ面を使用）

したがって参加者全員が３～４回の試合をする

ことができました。これもスポーツ連盟テニス協

議会の伝統です。

参加資格は５５歳以上ですが、各チームには７

０歳以上の参加者も多く、配偶者や子ども達の声

援をうけて、ファインプレーで会場をわかしてい

ました。

当日は晴天に恵まれ、風もなく絶好のテニス日

和でした。

（テニス担当理事 冨田登喜子）

（男子団体戦はＡ面を使用しました）

成績は以下の通りでした。

男子

優 勝｢インファミ｣ 準優勝｢チームまりんず｣

第３位｢グリンウッド２｣

女子

優勝｢サンラズ｣ と｢カーネショ｣

準優勝｢アスカテニスシニア｣

（入賞した皆さん 賞品を手に）
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新春初の シニアテニス大会
参加者 １０９名！

千葉県テニス協議会が開催



２０１１年１２月１８日（日）東京大学検見川

総合運動場にて｢第１０回検見川クロスカントリー

大会｣が開催されました。

この大会は千葉ランニングクラブと東京ランニ

ングクラブの合同企画で例年１２月に実施してい

る行事で、今年は昨年より約２０名多い６３８名

のエントリーがありました。

当日は小春日和で北風も和らぎランニングには

少々暑い位の天候となりました。

１０時に５ｋｍの選手がスタート、そして１０ｋ

ｍの選手は５分遅れの１０時５分に出発しました。

（５ｋｍの部のスタート）

当日の参加者は５ｋｍ一般男子の部に４２名、

壮年男子の部（４０歳以上）に３２名、一般女子

に３３名でした。

５ｋｍの記録は以下の通りでした。

一般男子

第一位 妹背雄太（鎌倉市） 17歳 18分18秒

第二位 伊藤聖人（銚子商業）16歳 18分26秒

第三位 田村和也（鎌倉市） 16歳 18分34秒

壮年男子

第一位 藤井利弘（さいたま市） 42歳 19分51秒

第二位 飯島勝利（千葉市） 43歳 20分37秒

第三位 菊地清人（四街道市）47歳 20分38秒

一般女子

第一位 宮内朝穂（平塚江南高）17歳 20分58秒

第二位 多賀美瑛（千草台中） 14歳 23分09秒

第三位 木下 楓 （台東区） 15歳 23分13秒

当日１０ｋｍには一般男子の部に１４６名、壮年

男子の部（４０歳以上）に２２４名、一般女子の

部に４５名が出場しました。

１０ｋｍの記録は以下の通りでした。

一般男子の部

第一位 安喰太郎（Harriers)37歳 35分54秒

第二位 能代秀雄(ｴｽﾌｫﾙﾀ)34歳 35分58秒

第三位 野田和成（八王子富士森）21歳37分31秒

（安喰太郎選手のゴール 一般男子の部）

壮年男子の部

第一位 大谷貴志(St.Paul)40歳 39分33秒

第二位 奥沢 均 （霞ヶ浦TC)44歳39分35秒

第三位 西村周之（NY.STAR) 41歳 39分42秒

一般女子の部

第一位 上田 藍 （稲毛ｲﾝﾀｰ)28歳38分56秒

第二位 西田早百合（國學院大）22歳45分54秒

第三位 田村敬子（松戸市）42歳 47分14秒

（上田 藍選手のゴール 一般女子の部）

オール芝が心地よく
脚に優しく気持ちが良かったです。

第10回検見川クロスカントリー大会開催



今回は県外のチーム紹介です。

昨年末の１２月２３日（祝・金）に千葉公園体育

館で開催した冬季バドミントン大会・団体戦に、

はるばる神奈川から参加したチームがありました。

若々しくしかも落ち着いた雰囲気のチームに思わ

ずカメラが向いてしまいました。

（中央が代表の田原さん 両手に華です）

① クラブ（チーム）名 てぃわら会

② チームの概要（名前の由来・チームの特徴・

練習日程・人数等）

大学部活の若手ＯＢ・ＯＧを中心とするチーム

です。「社会人になっても、かって共に練習した

メンバーで楽しくバドミントンしたい！」という

思いを基に、２００８年から活動を開始しました。

現在は月に１～２回の頻度、平均人数１０人程度

で練習しています。

特定の練習場所はなく、東京・神奈川を中心に

様々な体育館に出没しています。もし、どこかの

体育館でお会いしましたら、皆様ぜひお手合わせ

願います！ちなみに「てぃわら」は筆者の大学時

代のあだ名です。名前の由来は…皆様のご想像に

お任せします。今後ともよろしくお願いします。

③ クラブのアッピール（１１年度の抱負等）

・数多くの大会に出場し、優勝する！

・優勝した後の打ち上げでおいしいお酒を飲む！

・大会で実績を残して知名度を上げ、皆様に

「てぃわら会」と正しく発音してもらうよう

にする！

（読みにくいチームのせいか知名度がまだ低い

せいか「ていわら会」と呼ばれることが多いです。クラブ紹介

てぃわら会
バドミントン協議会

年末の冬季バドミントン大会には男子２部

と３部に出場。２部に６名、３部に６名、合

計１２名が出場しました。写真に写っている

女性たちは男子に混じって３部に参加した方

たちです。

結果は２部に出場のチームはＣブロックで

２位、残念ながら決勝トーナメントには進め

ませんでした。（１位のみのトーナメント戦のため）

３部に出場したチームはＢブロックで２位、

チーム数の関係で２位まで決勝トーナメント

に出場できたため東京・新宿区のチームに勝

ち、準決勝に進むことができました。同じく

東京・世田谷区のチームに惜敗したため、目

標の優勝はできませんでしたが３位となり、

次回大会での優勝に望みを賭けました。

（ニュース担当 金子）

主 催 新日本スポーツ連盟・千葉県連盟

協 賛 ピークスポーツ

期 日 ２０１２年 ３月３１日（土）

会 場 千葉県総合スポーツセンター体育館

種 目 混合団体戦（４～８名）

１～３部ランク制

予選リーグの後、決勝トーナメント

①女子ダブルス ②混合ダブルス

③男子ダブルス ※最低２試合保障

男子ダブルスに女子が入っても可

定 数 ５０チーム（予定）先着順

参加資格 特になし

参加費 １チーム ８０００円

表 彰 ３位まで（予定）

申込方法 受付開始 ２月１３日（月）

締切 ３月１０日（土）

申込先 新日本スポーツ連盟・千葉県連盟

送金先 同上

その他 参加する選手のケガ等の保障につい

ては当日加入する保険の範囲内とさ

せていただきます

春季バドミントン大会のお知らせ



１月１７日（火）から２２日（日）まで、東京

体育館で全日本卓球選手権大会が開かれました。

福原愛の女子シングルス優勝や吉村真晴の男子シ

ングルス優勝はマスコミで大きく報道されました。

例年この大会を観戦している小須田 淳千葉県

卓球協議会会長に決勝戦の様子を中心に若手台頭

の動きなど、観戦した感想を伺いました。

（二枚の写真はいずれも小須田氏の撮影です。）

男子ダブルス決勝戦の様子

水谷隼（明治大・東京）岸川聖也（スヴェンソン・山口）

対共田準吾（愛工大名電高・愛知）加藤由行（同）

女子シングルス決勝戦の様子

福原 愛（ＡＮＡ）手前 対 石川 佳純（全農）向側

全日本卓球選手権大会

観 戦 記
千葉県卓球協議会会長 小須田 淳

一般男子決勝戦は水谷 隼（明治大・東京）

対吉村真晴（野田学園・山口）となりました。

試合直前に｢吉村には４－０で勝つ｣と言って

いた水谷が４－３で破れました。２セット連

取された水谷が挽回して２－２に。競り合っ

てセットオール。９－９から吉村のサービス、

２本連取して吉村の勝ち。吉村は床に転がり

勝利を喜びました。一方水谷は泣き崩れてイ

ンタビューにも応じられませんでした。

吉村の良い点はサービスのバリエーション

の多さとロング戦になっても上からボールを

押えての強いボールで水谷を上回ったことに

あります。高校生の吉村はこの一年で飛躍的

に成長しました。５連覇を逃した水谷はより

一層の筋トレなどでフォアハンドの強化が必

要となりました。

一般女子決勝戦は福原 愛（ＡＮＡ・東京）

対石川 佳純（全農・山口）の対戦となりま

した。福原はフォアの強化をしたためバック

系統も強力で早くなり、石川を上回りました。

結果は４対１。福原は３歳から本格的に卓球

を始め、２３年目にしてようやく全日本を獲

りました。勝利の後、張コーチと抱き合い涙

していたのが印象的でした。永い永い努力の

賜物です。ご苦労さま、本当におめでとうと

言ってあげたいと思います。石川は筋トレを

含めて、パワーアップする必要があります。

若いのだから日本の代表選手としてますます

頑張って貰いたいものです。

若手では小学５年生の平野 美宇（ミキハ

ウスＪＳＣ山梨・山梨）《ジュニア決勝戦進

出》丹羽 孝希（青森山田高・青森）《ジュ

ニア３連覇》谷岡あゆか（エリートアカデミー

/帝京・東京）《ジュニア優勝》等が日本卓

球の今後に希望を与えてくれました。

今年の大会は日本の卓球界にとって大きな

収穫のある大会となりました。

各種目別優勝者・優勝ペアを紹介しましょう。

男子ダブルス 水谷 隼・岸川聖也組

（明治大・東京）（スヴェンソン・山口）

女子ダブルス 藤井寛子・若宮三紗子組

（日本生命・大阪）（日本生命・大阪）

混合ダブルス 松平賢二・若宮三紗子組

（青森大・青森）（日本生命・大阪）

男子ジュニア 丹羽孝希（青森山田高・青森）

女子ジュニア 谷岡あゆか（エリートアカデミー/帝京・東京）

一般男子・女子は上記を参照して下さい。



（１０ｋｍスタートの様子）

参加者からのアンケートの一部を紹介します。

今年に入って初めての常任理事会が１月１６日

（月）に開催されました。

２０１０年の１２月２０日から２０１２年１月

中旬までの活動が報告されました。

この中で冬季バドミントン大会が４８チームの

参加で成功したこと。サッカー協議会が年末、年

始にもかかわらず、リーグ戦を続けている事。

テニス協議会主催のシニアテニス大会や鈴木杯テ

ニス大会が盛況だった事。５月開催のリレーマラ

ソンの宣伝が始まった事等が主な出来事でした。

協議としては以下の項目について検討しました。

１．第３０期県連盟定期総会の準備について

①会場は県スポーツ科学センターに決定。

例年使用している青少年女性会館は当日は

全館使用不可（青少年関係行事のため）

②役員選考委員会からの報告を確認しました。

○第３０・３１期の役員は理事会推薦及び各

協議会推薦の理事を１８～２０名とする。

○３月１日～３月１５日に理事会及び各協議

会から理事を推薦する。

○立候補については１０名の連盟員の推薦を

もって３月１日～３月１５日までに届出る。

③議案書は２月２７日（月）の理事会で提案、

検討する。

２．第２０回全国連盟総会への準備について検討

しました。

①千葉からの代議員候補の人選（３名）

②千葉からの全国理事候補の人選（１名）

第３回理事会にて提案、決定します。

３．スキー祭典の取組みについて

現状を確認し秋本常任が実行委員会への支援

を行うこととする。

４．2012年度体育施設調整会議に向けて

県及び千葉市調整会議出席者の確認をおこな

いました。

５．｢スポーツのひろば｣誌代の回収について

７名の未納者への対策を検討しました。

６．その他

コピー機を新たに購入し、事務能力の改善

をする事が決まりました。１月１９日に搬

入。６年のリースでリース代は現状のまま。

常任理事会報告

体調不良のせいもあり、思ったよりキツかっ

たが、オール芝が心地よく脚に優しく気持ち

が良かったです。参加賞のタオルは可愛くて

使えよい。

ラン直後、風呂に入れるのがありがたいで

す。近くにこんなコースがあるなんてしりま

せんでした。周りのラン友でも知らない人が

多いので認知度も低く、穴場かもしれません

ね。 （１０km参加の槙さん）

当日の受付は問題はありません。記録証は

満足です。干支タオルはいまいちですね！

タオルハンカチとか手袋なら後で役立ちます。

フルマラソン、ハーフマラソンに出場した

ことがあるので１０ｋｍなら大丈夫と軽い気

持ちで参加しました。山登りもマイペースで

毎年登山していたので、甘く考えていました。

初チャレンジが１０ｋｍだったので少し無

謀だったと反省しています。

ご迷惑でなければ、来年も頑張りたいと願っ

ています。（１０km参加の鹿島さん）

コースについてはＵＰ，ＤＯＷＮが激しい。

今までに経験のないコースでした。たまには

チャレンジして良いかも。記録証はすぐ結果

が出て良い。参加賞のタオルも良いが、大会

名が入ってないので後で思い出した時、思い

出せないとおもいました。コースが面白く、

今までにない体験でした。マイク放送が楽し

く、応援の人たちも楽しめたと言っていまし

た。（１０ｋｍ参加の大橋さん）



第４０回定期総会開催のお知らせ（招請状）

下記の通り第４０回定期総会を開催いたします。各協議会及び各クラブにおかれましては

代議員の選出基準に基づきご出席くださるようお願い申し上げます。

記

１．日 時 ２０１２年３月１７日（土） 午後１時３０分～５時

２．場 所 スポーツ科学センター 第二・第三研修室

（千葉県総合スポーツセンター内）

３．議 題

（１）２０１１年度の活動のまとめ及び２０１２年度活動方針案

（２）決算・監査報告、予算案

（３）第４０・４１期役員選挙

４．総会の構成員及び代議員の選出等について 別紙の「総会招請状付記」の通りです。

５．その他

○各協議会は２月末日（２８日）までに代議員を報告して下さい。

○総会終了後会館近くの｢亀八｣にて懇親会を行いますので是非ご参加下さい。

２月 ４日（土）市原愛好者卓球大会

２月１１日（土）加盟杯卓球大会

２月１１日～１３日スキー祭典

志賀高原スキー場

２月１９日（日）鈴木杯テニス大会

サッカー協議会リーグ戦

２月２５日（土）鈴木杯テニス大会

２月２６日（日）市原オープン卓球大会

野球協議会リーグ戦開始

野球協議会総会・審判講習会２月１９日（日）

３月 ４日（日）第４回なのはなテニス大会

３月 ９日（金）スリーダブルス卓球大会

３月１０日（土）第４回なのはなテニス大会

３月１１日（日）サッカー協議会リーグ戦

３月１８日（日）第４回なのはなテニス大会

サッカー協議会リーグ戦

３月２５日（日）テニス大会（予備日）

サッカー協議会リーグ戦

３月３１日（土）春季バドミントン大会

県連盟 総会 ３月１７日（土）

第４０回定期総会招請状付記
千葉県連盟 規約 第９条 １項により代議員選出基準は下記の通りといたします。

選出基準は２０１１年度分担金納入基準構成員数によります

１．代議員選出基準（協議会のある種目）

1人～４９人 １名 ５０人～９９人 ２名 １００人～１９９人 ３名

２００人～３９９人 ４名 ４００人～６９９人５名 ７００人以上 ６名

各協議会の代議員数は下記の通りです。

ランニング１名 卓球 ５名 テニス ４名 軟式野球 ６名

空手 １名 サッカー ４名

２．協議会のない種目・クラブについて

オブザーバーとして参加をお願いします。 スキー バレーボール バドミントン

尚、役員の立候補届けは連盟までお申し込み下さい

２・３月行事予定


