
５月２７日（日）マラソン日和に恵まれ、千葉・

青葉の森リレーマラソンが開催されました。

２００３年５月、２４チームの参加から始めたリ

レーマラソンも今年で１０回目を数え、２回目が

４９チーム。参加チームは倍々のペースで増え続

け今年は４８０チームもの申込がありました。

会場の関係で、近年は２２０チームに絞り企画・

運営をしています。

当日は朝の７時前から場所取りをするチームも

あり、受付の８時４５分には本部のあるさくら山

広場は２０００名以上の参加者で溢れました。

９時３０分に開会式。浅沼会長の挨拶、馬場審

判長からの諸注意の後、選手宣誓があり、１０時

定時にさくら山広場近くのスタート地点から２１

５チームが（棄権５チーム）大歓声の中をスター

トしました。

（選手宣誓は轟アスリートクラブのメンバー）

ユニークな園川アナウンサーの実況放送の中で

競技が順調に進み、大会新記録こそはなりません

でしたが、２時間８分４０秒の好記録でＪＲ東日

本千葉Ａチームのアンカー、座間さんがフィニッ

シュテープを切りました。

（四連覇を果たしたＪＲ東日本千葉Ａの皆さん）

（第二位 千葉韋駄天アスリーツ・風の皆さん）

最後のチームは男女混合「チップラーズＡ」で

３時間５７分２６秒と４時間内でテープを切るこ

とができました。走り終わった後、車座になって

打ち上げをしているチームも沢山ありました。
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今年の特徴は職場部門が８５チームと男女混合

部門の６８チームを抜き、職場として参加したチー

ムの多かったことです。

ピタリ賞を狙い、フィニッシュ直前テープの前

で２周するチームがありました。翌日「ルールで

はいけないことは分かっていたのですが、余りに

も盛り上がりついやってしまい大変ご迷惑をおか

けしました」とのお詫びの電話がありました。

それほどまで高揚した大会となりました。

（次の走者へタスキを渡す幕張走遊会Ａチーム）

結果は以下の通り

総総総総合合合合部部部部門門門門

第１位 ＪＲ東日本千葉 2:08:40

第２位 千葉韋駄天アスリーツ・風 2:10:30

第３位 ニッポンランナーズＲ 2:11:50

第４位 千葉韋駄天アスリーツ・雷 2:17:25

第５位 斉藤梨園 2:18:20

第６位 ガチチーム 2:26:10

ククククララララブブブブ部部部部門門門門

第１位 秘密結社うまい棒軍団 2:32:19

第２位 ＪＲ東日本千葉Ｂ 2:36:43

第３位 サラリーマン闘牛教室 2:40:31

職職職職場場場場部部部部門門門門

第１位 チーム永島 2:41:55

第２位 千葉地検競走部Ａ 2:43:56

第３位 ＪＦＥ千壱会 2:44:03

男男男男女女女女混混混混合合合合部部部部門門門門

第１位 走翔 Ａ 2:34:50

第２位 ＢＯＳＯ ＢＯＳＯ 2:35:17

第３位 Ａ－ＲＵＮ習志野① 2:41:43

女女女女性性性性部部部部門門門門

第１位 チームなすび 2:52:53

第２位 行田公園走友会 2:00:17

第３位 どらごん・がーるず 2:24:10

熟熟熟熟年年年年部部部部門門門門

第１位 佐倉走友会 Ｃ 2:52:10

第２位 熟年エリート 2:52:58

第３位 八千代走友会超アダルト 3:09:15

フフフファァァァミミミミリリリリーーーー部部部部門門門門

第１位 チームＦＫ 2:57:18

第２位 ＴＥＡＭＰ．ＣＩＡ 3:05:47

第３位 走快苦愛 3:06:49

小小小小学学学学生生生生部部部部門門門門

第１位 千葉ウイング 3:31:59

ピピピピタタタタリリリリ賞賞賞賞

第１位 ＷＡＳＥＤＡ－ＳＯＬ Ａ 3:35:04

タイム差 +0:00:04 申告3:35:00

第２位 自給時速 3:21:15

タイム差 +0:00:15 申告3:21:00

第３位 ＴＥＡＭ絆 3:59:43

タイム差 -0:00:17 申告3:00:00

毎年、チーム数が増えている中で、連続で出場

させていただきありがたいです。保育園の卒園

記念で申込みを始めて早４年、子どもたちも４

年生になり大人よりも速く走れるようになりま

した。今年は小学生で一番速い子がサッカーの

試合で参加できず戦力的にダウンしてしまいま

したが、代わりに妹世代が走ったりと参加を重

ねるごとに様々な成長を感じる大会だなと思い

ます。記録だけでなく、「走ること」を楽しめ

る大会だと思います。来年もまた参加できる事

を楽しみにしています。（ひまわり０８ 安井さん）

今年も楽しく参加させていただきました！目

標のサブ３には届きませんでしたが、来年は

参加者を増やして、サブ３を達成したいです。

来年の開催を楽しみにしております。

（幕張ベイ・ランニングクラブ 鈴木さん）

毎年抽選にはドキドキです。参加チーム数を

増やして欲しいですが、運営的にはこの程度

のチーム数が限界かと思います。来年も走れ

るよう祈っています。

（東レ・ダウコーニング 三谷さん）

フルをリレー形式で走るというのは珍しく楽

しめました。（秋谷アスリート倶楽部 望月さん）



２ヶ月ぶりに千葉県野球協議会からの紹介です。

３月２０日（祝）千葉県総合スポーツセンターで

試合をしていたチームにインタビューをしました。

①．クラブ名（チーム名）放医研

②．代表者 福原弘樹

③．連絡先 放射線医学研究所

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）

千葉市稲毛区にある放射線医学研究所の研究者・

技術者・事務員で構成されています。

チームの名前は研究所の名前そのものです。放

医研は戦後間もなく出来た研究所で野球部も一緒

に創立されました。

部員は常時１７名～１８名程度です。近年は採

用が減っているので若い人の勧誘が思うようにい

きません。それでも最近２５歳の若い人が入部し

たので大いに期待しています。

高校や大学での経験者は少ないのですが、長く

野球をやっているとそれなりに上手になります。

現在は３部で３勝２敗（３月現在）でリーグの中

では真中ぐらいです。

練習は敷地にヘリコプターの止まれるグランド

（緊急用発着用）があるためそこで昼休みの１時

間近く練習をしています。

⑤．クラブのアッピール（１２年度の抱負など）

もちろん２部の昇格を目指しています。

いつも元気よく声をかけることをモットーにして

います。負けていても励ましあうことに心がけて

います。

６．その他（スポーツ連盟に期待すること、スポー

ツに関する情報など）

スポーツ連盟への要望ははありません。いつも

グランドを確保してもらい感謝しています。郡司

さんには、試合のない時でも空きグランドを紹介

して貰い、練習試合が出来有難く思っています。

（バッターは監督の藤野秀史さん）

（ピッチャー石橋由治さん

キャッチャｰ山崎友照さん）

（ベンチからは励ましの声が絶えません）

クラブ紹介

放 医 研
千葉県野球協議会

放医研は千葉県野球協議会の結成にも大きな

力を発揮して下さったチームです。感謝！



千葉県空手協議会は５月２０日（日）千葉市稲

毛区穴川コミュニティセンターで第５回定期総会

を開きました。

総会には今年度登録した１２団体中１０団体１

２名が参加（この他連盟から２名参加。２団体は

委任状提出）し２０１１年度の活動について討論

がなされました。

（挨拶する浅沼義明県連盟理事長）

この中で更に多くの団体に参加を呼びかけるた

めにも、もっと分かり易い審判のやり方があるの

ではないかとの意見が多く出されました。

続いて２０１２年度の方針では、審判部会の選

出方法の意見が出され、採決の結果各団体から１

名の審判部員を出し、審判の方法などについて部

会で十分に話し合うことが決まりました。

総総総総会会会会でででではははは下下下下記記記記のののの役役役役員員員員がががが選選選選出出出出さささされれれれままままししししたたたた。。。。

会 長 徳田 稔氏 （スポーツ連盟）

副会長 岩井清彦氏（大道館）

理事長 小倉芳治氏（拳身会小中台支部）

副理事長 田口淳一氏（葵塾）

岩井信幸氏（大道館）

事務局長 菅家 亘氏 （真心会）

事務局次長 佐藤範英氏（練極館）

同 金子泰夫氏（スポーツ連盟）

会計 江川清徳氏（真心会）

会計監査 井田 明氏 （拳身会）

審審審審判判判判部部部部

会 長 田口淳一氏 （葵塾）

副会長 岩井信幸氏 （大道館）

同 ナジ・メホロダト（納侍塾）

５月１９日稲毛区穴川コミュニティーセンター

にてサッカー協議会の総会が開かれました。

総会には２０１２年度に登録した１８クラブか

ら１５クラブが参加。千葉県スポーツ祭典・サッ

カー大会及び年間リーグの方法について確認がさ

れました。

（県連盟を代表し小高一修理事が挨拶）

（１クラブから複数の参加者で会場は満席）

今年度加盟チームは以下の通り

①新検見川クラブ ②パルテスール

③ＢＤＵ ④ＣＩＥＬＯ

⑤ＦＣバルサン ⑥ワイルドマジョーラ

⑦サムライ ⑧アベニーダ

⑨ヤンキース ⑩カメラート

⑪ＦＣリベルタ ⑫ＵＲＡＧＡＮＯ

⑬フェリシデート ⑭ヤカラン

⑮ＵＳＳＣ ⑯ＦＣ ＣＲＯＷＳ

⑰ＨＥＬＬＣＡＴＳ ⑱夜の盗財団

役員体制

運営委員長 有吉正祐 一部運営委員 佐瀬裕太

二部運営委員 豊島裕樹 審判長 小池明治

会計係 藤田哲矢 会計監査 小高一修

空手協議会が

総会を開催

サッカー協議会も総会



４月３０日（休）千葉・ポートアリーナにて全

国スポーツ祭典・県予選会を兼ねた、第４８回千

葉県スポーツ祭典・卓球大会が開催されました。

例年８月～９月に開催していた大会ですが、全

国大会の締切りが９月上旬と早まったこと、夏場

での開催は冷房費が高く、財政的に困難なことか

ら時期を早めました。

４月８日（土）に春季大会を同じポートアリー

ナで開催したため参加チームが減少することが予

想されましたが、一般の部に男女合わせて２０チー

ム、年代別の部に男女合わせて３５チームが参加、

全国大会の出場を賭けて熱戦が繰り広げられまし

た。今年の特徴は一般男子に１５チームも集まっ

たことです。またレベルも高く、「ＷＲＭ」（ワー

ルドラバーマーケット）のように全日本級の選手

を擁したチームまで参加するようになりました。

（オープン大会も含め全部で４２台を使用）

全国大会出場枠は会場の都合により一般は４チー

ム、年代別は１～２チームと今年から大幅に削減

された事から一般団体戦は大激戦となりました。

全国大会出場予定チームは以下の通り。

一一一一般般般般男男男男子子子子団団団団体体体体戦戦戦戦（（（（代代代代表表表表４４４４チチチチーーーームムムム））））

優 勝 ＷＲＭ

準優勝 ＴＯＭＸ

第３位 ＦＣＣ（Ｂ）

第４位 千葉商科大学

一一一一般般般般女女女女子子子子団団団団体体体体戦戦戦戦（（（（代代代代表表表表４４４４チチチチーーーームムムム））））

優 勝 赤翔馬（Ａ）

準優勝 千葉クラブ

第３位 Ｄｅａｆ☆Ｓｔａｒ

第４位 翼の丘ＴＴＣ

年年年年代代代代別別別別男男男男子子子子団団団団体体体体戦戦戦戦

①３０代（代表１チーム）

優 勝 木更津クラブ

②４０代（代表１チーム）

優 勝 エリア２２

③５０代（代表２チーム）

優 勝 ＪＵＳＴ

準優勝 ＦＣＣ①

④６０代（代表１チーム）

優 勝 ＦＣＣ

女女女女子子子子年年年年代代代代別別別別団団団団体体体体戦戦戦戦

① ３０代（代表１チーム）

木更津クラブ 予選会は行なわず本大会出場。

②４０代（代表１チーム）

優 勝 ウェル

③５０代（代表２チーム）

優 勝 フリージア

準優勝 フリーダム

④６０代（代表２チーム）

優 勝 千城クラブ

準優勝 幸

⑤７０代（代表１チーム）

ジャスミン 全国推薦のため本大会に出場

年代別団

体戦

決勝トー

ナメント

全国大会出場チーム（２０Ｔ）が決定
第４８回千葉県スポーツ祭典

卓球大会（団体戦）開催される

昨年に引き続き予選会を通過して本当に嬉し

いです。本大会に向けて、また日々練習に励

みます。いろいろお世話になりました。

（フリーダム 峰島さん）



○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

６月 ３日（日）野球協議会リーグ戦

６月１０日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・陸上競技大会

祭典・サッカー大会

６月１７日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

６月２４日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

祭典・テニス大会（予選会）

６月３０日（日）祭典・卓球大会（個人戦）

祭典・テニス大会（予選会）

７月 １日（日）野球協議会リーグ戦

７月 ７日（土）祭典・テニス大会（予選会）

７月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

７月１５日（日）野球協議会リーグ戦

反核・平和マラソン

空手大会

７月１６日（祝）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（予選会）

７月２２日（日）野球協議会リーグ戦

７月２９日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会（決勝）

６・７月行事予定

第４６回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過


