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１９チームで熱戦
千葉県スポーツ祭典・サッカー大会
第４８回千葉県スポーツ祭典のトップを飾る種
目はやはり元気一杯の若手が集まるサッカー種目
からです。３月２５日（日）千葉・青葉の森競技
場での試合を皮切りに４～５チームによるリーグ
戦が始まりました。
予選リーグは３月～６月上旬まで行なわれます。
会場は千葉・青葉の森競技場、市原・臨海競技場、
姉ヶ崎公園サッカー場、ちはら台公園、加茂多目
的広場、千葉県総合スポーツセンター、市津運動
広場の７会場です。決勝トーナメントは６月１７
日から始まり８月５日、市津運動広場で決勝戦が
行なわれる予定です。

大会が行なわれている会場に関してですが、
近年の千葉県は他の県に比べサッカーの出来
る環境が急速に発展したため、スポーツ連盟
の協議会も良い環境で試合をすることが出来
るようになりました。それに伴い、参加チー
ム数の増加や全体的な競技者レベルの向上に
よりハイレベルな大会へと進化して行ってい
るように感じられます。ただ一つ懸念される
のは、通年で行なわれている年間リーグに比
べ、競技志向チームとエンジョイチームとが
ミックスされて対戦するため実力格差が大き
く出でしまう試合もいくつか見受けられます。ー
協議会全体でキャプテン会議等の開催におけ
る意見交換等で大会をより良いものにするた
めの打合せなどを頻繁に行う事により、年々
運営面の向上を図っていければと思います。
そのためにもまずは各チームごとがサッカー
協議会の大会意図や内容をしっかり理解し、
同大会に参加する責務をまっとうしてもらう
事がとても重要だと思います。

（CIELO 対 HELLCAYSの試合 まずは握手から）
４月１５日（日）千葉・青葉の森競技場では第
一試合ＣＩＥＬＯ対ＨＥＬＬＣＡＴＳ（Ｂブロッ
ク）。第二試合カメラート対ＦＣＣＲＯＷＳ（同
Ｂブロック）第三試合ＦＣリベルタ対ヤカラン、
第四試合ＵＲＡＧＡＮＯ対ＫＹＣ千葉（Ａブロッ
ク）の４試合が行なわれました。
今年の大会について運営委員のＣＩＥＬＯの小
高一修（千葉県連盟理事）さんにお聞きしました。

優

勝

木更津クラブ （男子１位トーナメント）
木更津クラブ （女子Ａゾーン １位トーナメント）
富士電機クラブ（女子Ｂゾーン・１位トーナメント）
４月７日（土）千葉・ポートアリーナにて春季
卓球大会が開催されました。
昨年は震災の影響でポートアリーナが使用でき
ず開催出来ませんでした。ちょうど桜の満開の季
節、年度始めの土曜日とあって、一昨年までのよ
うに申込みを断るほどではなかったものの、男子
３３チーム、女子６０チーム、合計９３チームが
集まり日頃の練習の成果を発揮しようと熱戦が繰
り広げられました。
試合は１ダブルス２シングルスで４チームのリー
グ戦の後、順位トーナメント戦を行いました。

第１位

エリア２２

第２位

みずきりだな

男 子３位トーナメ ント
第１位 チーム福豆 第２位

入船クラブＡ

男 子４位トーナメ ント
第１位 卓愛会②
第２位 富士電機クラブ

女子Ａゾーン
女 子１位トーナメ ント
優 勝 木更津クラブ（鈴木・藤本・山田）
準優勝 Deaf☆Star
第３位 富士電機クラブ②
第３位

大当会①

女 子２位トーナメ ント
第１位 幸②

第２位

中央クラブ

女 子３位トーナメ ント
第１位 スペースフレンドクラブ 第２位
女 子４位トーナメ ント
第１位 カディア

かずさ③

第２位 園生卓球愛好会②

女子Ｂゾーン
女 子１位トーナメ ント
優 勝 富士電機クラブ①（山岸・齋藤・近藤）

試合結果は以下の通りでした。

男 子
男子１位トーナ メント
優 勝 木更津クラブ（小林・伊藤・飯田・藤本）
準優勝
第３位

ポピンズ
第３位 Ｆ・Ｃ・Ｃ
スペースフレンドクラブ

準優勝

千城クラブ

第３位

第３位

チームへなちょこ

ウェル

女 子２位トーナメ ント
第１位 フリージア 第２位

さくらんぼ

女 子３位トーナメ ント
第１位 青野クラブ 第２位

かずさ

女 子４位トーナメ ント
第１位 入船クラブ 第２位

真砂ファイブ

リーグ戦２位抜けしてからの決勝トーナメ
準優勝

ントは、優勝をかけてダブルス・シングルス

ポピンズ

と人選しながら頑張りました。最後の試合は

の選手の

幸さんにアッパレと言いたいです。有意義な
１日でした。（中央クラブ・高橋さん）

皆さん

いろいろな戦型の人と試合が出来て良かっ
男子２位トーナ メント

たです。（木更津クラブ

小林さん）

クラブ紹介

九球会

の二人のスパイクとブロックです。
スポーツ連盟の大会には今から３年ほど前から
参加するようになりました。

バレーボール協議会
久しぶりにバレーボールのクラブ紹介です。
昨年は震災の関係で大会が開催できず、加盟登録
クラブもありませんでした。
今年は４月から新しい体制で協議会をスタート
させました。春のバレーボールフェスティバルの
決勝トーナメントが開催されていた千葉公園体育
館にお邪魔しました
①クラブ名

九球会

（相手のスパイクを待ち受けるメンバー）

②代表者

佐々木智一

⑥その他（スポーツに関する情報・スポーツ連盟

③連絡先
東京都江戸川区
④チームの概要（名前の由来・チームの特徴・練
習日程・人数等）
柔整師・針灸師・理学療養士などを養成する専
門学校｢東京メディカルスポーツクラブ｣の卒業生

に期待すること）
スポーツ連盟の大会は沢山試合が出来る事と、
強いチームが多いので大変勉強になります。
秋の大会にも引き続き参加したいと考えています。

や学生で構成されているチームです。

（試合中、タイムの時間に戦術の確認）
（試合後

スタンドに集まって貰いました）

専門学校の顧問の名前が｢九｣と言う名前から九

春のバレーボールフェスティバルに参加し
たチームは以下のチームでした。

球会と名づけました。バレーボールの大好き人間
が集まり今から５年前に結成、毎週月曜日にスポー

男 子

ツクラブの体育館で練習しています。

ＺＯＯ・酒々井クラブ・小見川クラブ・
ウイークー・ＬＶ１ 九球会・ＮＵＤＥ

練習時間は病院勤務や学校の授業の終わった夕
方７時から９時頃までの２時間です。人数は１５
名前後で楽しく活動をしていますが、仕事の都合
でなかなか人数が揃わないのが悩みです。

飯岡クラブ・健友会・ＥＶＬ・ＳＰＥＥＤ

勝浦クラブ・ Ｖ.ｋｎｏｔ・ 清球会
ＭＩＮＡＲＡＴＳ・
八街排球クラブ

ライフバル千葉

⑤クラブのアッピール（１２年度の抱負等）
東京・葛飾区のバレーボール大会や国際武道大

女 子

学カップなどに積極的に出場し、２年前には武大

ＡＮＫＯＩＳＭ ＮＲレジーナ・ 飯岡ク
ラブ・銚子クラブ・八街排球クラブ

カップ（国際武道大学主催）で優勝しました。
クラブの“売り”は習志野高校出身でセンター

ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ・ Ａｆｔｅｒ

大会の結果 は次号に掲載予 定

千葉ランニングクラブ
第１０回総会を開催

第３回常任理事会の報告
４月２５日（水）スポーツ連盟事務所にて第３

千葉ランニングクラブは４月１０日（火）にス
ポーツ連盟の事務所で総会をひらきました。

回常任理事会が開催されました。初めに４月の活
動が報告されました。

総会にはクラブ員１６名中８名が参加、２０１

主な協議会の出 来事・活動とし ては
○卓球協議会
東京リーグの試合を千葉・浦安総合体育館で開

１年度の活動の総括と２０１２年度の活動方針に
ついて論議しました。

催、男子４部の試合を行なった。富津市体育
協会・会長との懇談を行なった。
○テニス協議会
新しい体制の下、大会申込方法を郵便振込に統
一し、総会で確認した。総会は４月２８日
○バレーボール協議会
新運営委員長の下で、昨年開催出来なかった春
のバレーボールフェル ティバルが開催できた。
総会は４月６日（金）中央コミセンにて。
○空手協議会
新しい体制の下で、総会を迎えることが出来る。
（左側

２人目が逸見眞一会長）

２０１１年度の活動を振り返ってみると、反核・
平和マラソンに前回より１０名多い参加があった
事、リレーマラソンでは主催者が予想もしないフ

総会は５月２０日。
○その他として
ホームページを更新した事。

ンドシ（裸）で走るランナーがいた事などが話題
になりました。
２０１２年度の方針では、１ヶ月先に迫った５
月２７日（日）開催の第１０回青葉の森リレーマ
ラソンについては『東北復興支援』のために、昨
年は運営費の一部から募金を拠出しましたが、今
年は全国連盟で取り組んでいる『震災復興支援グッ
ズ』の“消えるボールペン”を参加賞にしてはど
うかとの意見が出されました。
また、例年７月に実施している反核平和マラソ
ンの参加者をもっと増やすためにはどうしたら良

（常任理事会の様子 右端は園川副理事長）
主な討議内容と しては

いか検討し、早い段階で要項を作成し宣伝をする

○「スポーツのひろば」誌の普及については千葉

ことの必要性が確認され、５月の上旬に作成する
ことになりました。

の「Sports Netちば」の誌面の改善と各大会
での宣伝を強化する事。テニス協議会では協議

千葉陸上競技協会への加盟については昨年より

会として１部購読し、各大会で見本誌として宣

１名多い１０名が登録することになりました。
役員体制は現会長の逸見眞一氏が引き続き１２
年度も頑張ることと確認されました。

伝するなどの工夫も提案されました。
○復興支援グッズについては当面２００本を注文。
青葉の森リレーマラソンでは参加賞として２０
００本を購入する案も出されました。
○千葉県スポーツ祭典の統一ビラは５月の常任理
事会の討議を経て、作成する事となりました。

セブンスターズ
（千葉県代表）

全国選抜大会出場決定

かずさ卓球協議会が総会を開催
３月１７日（土）木更津市畑沢公民館にて第３

第３５回全国選抜軟式野球大会関東大会が４月
２２日（日）埼玉県荒川運動公園野球場にて開催

回定期総会が開催されました。
総会には運営委員の他クラブの代表者合わせて

されました。

１３名が参加し創立３年目を経過した協議会の成

千葉県代表のセブンスターズは第一試合東京都
代表の「Ｋ．Ｒ．Ｃ」と対戦し、５対０で快勝、

果や課題について話し合われました。

決勝戦で神奈川県代表の「ビギナーズ」と対戦、
７対５で勝ち全国大会に駒を進めました。
結果は以下の通りでした。
優 勝
セブンスターズ（千葉県）
準優勝

ビギナーズ

最優秀選手

小野 真史（千葉県）

（神奈川県）

優秀選手
阿部 隆 （神奈川県）
脇村野球協議会事務局長のコメントを紹介します。
１回裏、セブンスターズ１番打者がショー
ト内野安打で出塁。２番が送り３番のサード
ゴロで３塁へ進み４番の内野安打で先制。

（総会参加の皆さん。前列中央が矢野新会長）

活動のまとめとしては
○第２回

初心者・中級者卓球大会

２回表ビギナーズは１アウト後６・７番内

６月２５日。４８チーム約２００名の参加があ

野安打で出塁し、８番のレフトオーバーのエ
ンタイトル２塁打で同点。４回表２アウト１・

りました。次回から初心者･中級者との名称を
変更することになりました。

２塁としショートＥでまず勝ち越し、サード
Ｅ、内野安打で追加点をあげ５対１としまし
た。
セブンスターズは５回裏３本のヒットで２

○第１６回内房スポーツ祭典
１０月２３日。７９チーム ２６３名の参加が
ありました。県民大会と重複。
○第２回ミックスペアマッチ大会

点を返しました。６回裏、先頭打者がヒット

１月２９日。９６チーム

で出塁し次打者の投ゴロを２塁へヒットのだ
め押し点を追加。６回からリリーフが四球一

東京・茨城から市原連絡会のホームページを見
て参加する選手もありました

個の好救援で勝利しました。

課題としては

１９２名の参加。

手続き上の問題で君津市民体育館の使用が出来
上記の記事とは
関係ありません。

なくなりました。引き続き君津市民体育館の使用
について話し合いを続けると共に、富津市総合社
会体育館での使用や木更津市の体育館での大会開
催に努力することが確認されました。

２０１２年の活動としては
①男子・女子・ミックス ３ダブルス団体戦
８月

５日（日）木更津市民体育館

千葉県のリーグ戦
より

②１ダブルス、２シングルス団体戦
１０月１８日（木）木更津市民体育館

全国選抜大会 は５月２６日・ ２７日、静岡 県・
清水市で開催されます。千葉県代表「セブンスター

③ペアマッチ大会

ズ」の奮闘に期 待します。

2013年１月６日（日）富津市総合社会体育館

５・６月行事予定
５月

３日（祝）野球協議会リーグ戦

５月

４日（祝）野球協議会リーグ戦
市原オープン卓球大会

６月

５月

５日（祝）野球協議会リーグ戦

６月１０日（日）野球協議会リーグ戦

５月

６日（祝）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会
祭典・陸上競技大会

５月２６日（日）祭典・サッカー大会
青葉の森リレーマラソン
３日（日）野球協議会リーグ戦

春のバレーボールフェスティバル

祭典・サッカー大会

６月１７日（日）野球協議会リーグ戦

５月１３日（日）野球協議会リーグ戦

６月２４日（日）野球協議会リーグ戦

フット・ア・セット全国大会
（千葉市・フクダ電子アリーナ）

祭典・テニス大会（予選会）
６月３０日（日）祭典・テニス大会（予選会）

５月２０日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会
５月２６日（土）春季テニス大会
野球協議会リーグ戦

卓球協議会総会

５月１２日（土）

サッカー協議会総会５月１９日（土）
空手協議会総会
５月２０日（日）

第４６回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過
○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３
▼勝点０ ★勝点－１（審判遅刻・欠席）◆放棄試合は勝点－３（だれも球場に来ない場合）※雨天中止

