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（延べ２１名）

第48回千葉県スポーツ祭典・陸上競技大会開催
６月１０日（日）千葉県総合スポーツセンター
陸上競技場にて第４８回千葉県スポーツ祭典・陸
上競技大会が開かれました。
例年陸上競技大会は秋に開催していましたが、
全国大会が１１月に開催され締切りが９月末と早
まった事や、８月から１０月は天台の陸上競技場
が他の大会が入り確保しにくくなったことから一
昨年同様６月の開催となりました。（一昨年は全
国大会を千葉で行ったため特別に春に開催）
６月は高等学校の記録会があり、高校生の参加
が見込まれず、当初は３００名程度の参加に留ま

（一般男子5000m １組で走る選手たち

るのではないかと心配されましたが、締切り間際

先頭は鈴木文貴君

になり千葉市内の中学校や市原から中学生そして
千葉市内の高校生の参加もあり、昨年より多い５

次は 川崎賢一君 須賀川高校）
各種目の優勝選手（チーム）を紹介します。

１２名の参加で開催することが出来ました。

ＨＣＳＳ走遊会

一 般男子
１０ ０ｍ
優 勝 小滝翔太 早大同好会 埼玉

11.50-1.7

したが、梅雨の晴れ間の絶好の天候に恵まれ、８
種目、２１名に新記録が生まれました。

一 般男子
２０ ０ｍ
優 勝 小泉太一 千葉大

千葉

22.84+0.1

審判長には今年も千葉陸上競技協会の吉原 廣
氏（インターハイ及び千葉国体等の審判長）、各

一 般男子
４０ ０ｍ
優 勝 中島康弘 千葉大

千葉

51.23

主任には千葉陸協の主任クラスの方々の協力のも
と、和やかな中にも正確な判定のある陸上競技大

一 般男子
８０ ０ｍ
優 勝 菅澤純也 千葉大

千葉

2.01.33

会となりました。
全国大会の予選会と言う事で８位までになった
選手に１１月の国立霞ヶ丘陸上競技場での大会出

一 般男子 １５０ ０ｍ
優 勝 秋葉直人 千葉大
一 般男子 ５００ ０ｍ

千葉

4.11.81

場を呼びかけたところ、当日だけで千葉工業大学

優

GAZELLE 千葉

15.20.96

陸上競技部等一般の選手で２０名の申込がありま
した。国立競技場で走れるとあって千葉市内の中
学校では８位までになった選手を中心に全国大会

一 般男子 １００ ０ｍ
優 勝 藤木悠平 帝京平成大千葉
中 学男子
１０ ０ｍ

32.46.69

に出場しようと、盛り上がっているとの事です。

優

11.91-1.0

当日は前日の雨も止み、午後から雲も出始めま

なお、全国大会成功の為の震災募金「消える筆
記用具（ボールペン）」が２０本売れました。

勝

勝

佐々木翔太

北田光輝

花園中

千葉

中 学男子
２０ ０ｍ
優 勝 宮下正尊 みやこしｸﾗﾌﾞ千葉24.63+1.5GR

中学男子 １５ ００ｍ
優 勝 江頭直人 幸はやぶさ
壮年男子
１ ００ｍ
優 勝 佐藤健児 ＡＳ市川

－

4.22.33

千葉

11.81-0.3

壮年男子 １５ ００ｍ
優 勝 島本涼平 けやきの森学園－
壮年男子 ５０ ００ｍ
優 勝 石原大輔 流山ＣＪ
小学男子
１ ００ｍ
優

勝

金谷将伸

－

Ima kide

17.10.85

－

小学男子 １０ ００ｍ
優 勝 藤栄智弥 野田ジュニア
一般男子 ４× １００ｍＲ
優 勝 ＦＳＳ 箕輪 武内 海老原
一般男子 ４× ４００ｍＲ
優 勝 農大走好会 井上 高澤

4.16.09

13.88+0.8
－

3.20.37

加藤千葉

45.86

宇田

高宮 東京 3.42.42

一般男子 三段 跳
優 勝 小川武洋 千葉経済大

1ｍ85

－
千葉

9ｍ92

優

千葉

51ｍ85

福島

8ｍ29

千葉大

高校男子 砲丸 投
優 勝 若松祐樹 須賀川高
中学男子 走幅 跳
勝

北田光輝

いです。私たちチームの中に中学校のＰＴ

言っています。もちろん全国大会にも申し
込みますよ。

（朝陽クラブ

石山さん）

12ｍ46+1.6

一般男子砲丸投
優 勝 染谷健介 帝京平成大
一般男子 やり 投

優

とても良い大会でした。最近ロードレー
スでは仮装して走るランナーもいますが、

Ａ会長もいます。「来年は大挙して参加す
るように校長先生と顧問に働きかける」と

一般男子 走幅 跳
優 勝 小田豪生 東京情報大 千葉 6ｍ65 -0.1

原口慧史

須賀川高校を追うポポロＡＣ）

このように正式な記録の出せる大会は有難

一般男子 走高 跳
優 勝 神子智孝 東京情報大ＡＣ 千葉

勝

（4×400ｍＲ

花園中

千葉

5ｍ96

中学男子 砲丸 投
優 勝 小山幸樹 稲毛中

千葉

11ｍ71

+2.3
（壮年男子100ｍ

決勝のスタート）

このスポーツ祭典は私たちの学校の生徒は
相性が良く、自己ベストの出る大会です。
３年生は夏の総体で部活は終わりですが、
「国立で走れるのはめったにないことなので
１１月の全国大会まで部活を続けさせて下さ
い」と言う選手がいます。保護者も同意して
います。是非出場させたいと思います。
（花園中

顧問

内田先生）

《北田君と石田君の頑張りに期待しましょう）》
（一般男子走幅跳

山口龍太郎君

千葉大）

女子の記録は次 号にて掲載しま す。

⑤

クラブ紹介

ＥＶＬ

クラブのアッピール（１２年度の抱負など）
まず、メンバーを増やしていきたいです。ＯＢ

チームではなく、横のつながりが無いので、メン

バレーボール協議会
今回はバレーボールのクラブを紹介します。

バー不足が続いています。できれば大会も２チー
ム参加出来る位の大所帯が理想ですが、一緒にバ
レーを楽しめる仲間を少しずつ増やしていきたい
です。

『春のバレーボールフェスティバル』の決勝トー
ナメントが行われている千葉公園体育館にお邪魔

また、身長が低いので、昨年度以上につなぎと
スピードにこだわって、大きなチームとも対等に

しました。

試合が出来るように頑張ります。

①

クラブ（チーム）名

②
③

代表者
連絡先

ＥＶＬ
中野

亮

松戸市西馬橋1-11-12
メール
④

evl_volleyball@yahoo.co.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）
ＥＶＬは２００４年４月３日に｢勝ちにこだわ

り、真剣にバレーを楽しむ｣を目的に作ったチー
ムです。
（１セット終了後のミーティング）
⑥

その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待すること等）
もっとメジャーな試合にして欲しいです。（ホー
ムページのリニューアル等）
関東大会や全国大会にも繋がる大会なので、記
録は付けた方が良いと思います。（得点ミスなど
が結構ありました。）

第２８回関東ブロック
（試合が終わりホッと一息）
チーム名の由来は、ある言葉の頭文字なのです
が、何の言葉かはご想像にお任せします。
毎週木曜日と日曜日の夜に流山市の中学校で練習
しており、積極的に沢山の大会に参加しています。
チームの特徴は学校のＯＢではなく、ホームペー
ジ等を通じて、バレー好きが集まったチームなの
ですが、なぜか背の高いメンバーがあまり増えず、
平均身長がバレーチームとは思えない位低い事と
メンバーの８割が練習場所まで１～２時間かけて
来ている事です。
年齢層も幅広いですが、バーベキュウや旅行な
ど、バレー以外でも楽しく過ごせるチームです。

６人制バレーボール大会
１．日程及び会場
２０１２年７月１５日（日）
神奈川県立体育センターアリーナ
２．参加資格及び出場チーム
各都県連盟から推薦されたチーム
男子１６チーム

女子８チーム

３．参加費 １チーム １０，０００円
千葉か らは男子①健友 会 ②ＮＵＤ Ｅ
③ＥＶ Ｌ ④ＬＶ１
推薦 清球会（前回 優勝）
女子①Ａｆ ｔｅｒ
②ＮＲ レジーナが出場を予定

準優勝

カメラート（千葉県代表）

優勝はサンデーＢ（神奈川県）

第4回フット・ア・セット全国交流大会千葉で開催
第４回フット・ア・セット全国交流大会が５月
１３日（日）千葉市中央区のフクダ電子アリーナ

一般の部は４ブロック、４０歳以上は１ブロック
でそれぞれ５チームでリーグ戦を行ないました。

で開催されました。

一般の部は各リーグ１位抜けで決勝トーナメント

フット・ア・セットとは７人制のサッカーの事

を行ないました。

で、フランスが発祥地。２００９年９月にＦＳＧ
Ｔの代表団が来日し、東京・神奈川・大阪・京都

結果は以下の通りでした。
一般の部

の各地で交流大会をする事でスポーツ連盟内に一

準決勝
カメラート（千葉）２対２ ＦＣバルサン（千葉）

気に広まりました。
フット・ア・セットの特徴は審判がいません。
フェアプレー精神がなければ試合ができないこと

２対１
サンデーＢ（神奈川）１対０ BackPackers（協議会外）

からスポーツ連盟ならではの種目と言ってよいで

決 勝
カメラート（千葉）１対２ サンデーＢ（神奈川）

しょう。千葉では昨年千葉県サッカー協議会の有
吉運営委員長が日本選手団の一員としてフランス

ＰＫ

に行き現地のサッカー愛好者と交流を深めました。
昨年、全国サッカー協議会から千葉で開催でき
ないかとの要請を受け今回開催にこぎつけたもの
です。 大会には大阪２チーム、東京３チーム、
神奈川２チーム千葉からは協議会加盟１０チーム
と未加盟の８チーム、合計２５チームが参加しま
した。

（準優勝

カメラートの皆さん）

Ｏ－４０（オーバー４０）
優 勝 フリーダム（東京）
準優勝

ＦＬＡＴ（大阪）

まず、綺麗なピッチで試合が出来た事がと
ても良かったです。千葉から協議会チームだ
けでなく、協議会に加盟していないチームま
で呼びかけ沢山のチームが集まって試合が出
来たのには感心しました。フット・ア・セッ
トは審判も要らないし、手軽に出来るサッカー
なので、これからもっと普及・発展させたい
ものです。千葉の皆さんありがとうございま
した。（全国サッカー協議会

松野さん）

第４回常任理事会報告

全国スポーツ祭典千葉県予選会

男子ダブルス
壮年女子ダブルス

７月４日（水）県連盟総会後４回目の常任理事
会が開かれました。９名の常任理事中、仕事の関
係で急に参加出来なくなった１名を除き８名が参

テニス協議会は６月２４日から第２９回全国ス

加。会議では初めに５月下旬から６月下旬の活動

ポーツ祭典にむけて予選会を開催しています。

について報告がありました。
この中では連盟の大きな取組みである、青葉の

募集方法がインターネットから、郵便振替になっ
たことや他団体のテニス大会と重複したこともあ

森リレーマラソンが２０００名を越す参加者で成

り例年より少なめの参加者数ですが、「スポーツ

功したこと、スポーツ祭典がサッカー・テニス・

連盟の全国大会に是非出場します」との愛好者の

陸上競技で順調に行なわれていること等が報告。
更に５月２６日・２７日に静岡県で開催された全

参加で熱戦が繰り広げらました。
男子ダブルスは６月２４日（日）高浜庭球場で

国選抜軟式野球大会では千葉のセブンスターズが

開かれ１６ペアが参加しました。

全国優勝したことも報告されました。

結果は以下の通 りでした。
優 勝 市川大輔・神享史組
（フリー）
準優勝 横尾知則・保戸田寛章組（ラ･フェット）
第三位

秋山 陽・秋山 忍組（テニスコミュニティ千葉）

第四位 工藤 智・横山慶太組（ラ･フェット）
コンソレ
優

勝

奥田真也・鈴木啓之組（びぎなーず）

壮年女子ダブルスは同じく６月２４日（日）高
浜庭球場で開催、８ペアが参加しました。
結果は以下の通りでした。
（会議には徳田 稔顧問（右から３番目）も参加）
協議事項では「スポーツのひろば」誌が総会以

優 勝
準優勝

藤田美恵・大井貴子組（フリー）
石橋知佐子・和田明美組（KASIWA ﾌﾘｰ)

後３部は増加したものの大きな動きになっていな

第三位

庄司峰子・篠原時子組（ﾁｰﾑ飛鳥・フリー）

いことについて、原因と対策について話合われま

同

した。①元の読者に再び購読を呼びかけること②
全国大会や関東大会、そして各大会で入賞したチー

橋本幸子・和田純子組（ポケット）

コンソレ
優 勝 長島栄子・山本 忍組（DREAMS)

ムや個人に積極的に購読を呼びかけようと確認し
ました。
「スポーツのひろば」誌の担当者に僅かでも財政
的な支援を理事会に提案する事になりました。
また現在の連盟活動の中で、事務局長の負担が
多すぎることから、他の常任理事がどのように補
えるかについても論議されました。事務局次長が
毎週木曜日の午後、事務作業に携わります。
今月中旬に行なわれる反核・平和マラソンは昨
年並みの参加者ではあるが、他の都府県の様に
自治体から後援やメッセージを貰うようにするに
は、担当者がどうしても必要です。
事務所のパソコンが現在使いにくい状況になっ
ている事から新たに購入する事になりました。

全国スポーツ祭典・テニス大会
１１月１０日（土）・１１日（日）
岐阜県・長良川テニスプラザ

７・８月行事予定
７月

１日（日）野球協議会リーグ戦

７月２９日（日）祭典・サッカー大会

７月

７日（土）祭典・テニス大会・予選会

８月

７月

８日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会

祭典・サッカー大会
８月１１日（土）祭典・テニス大会・予選会

空手協議会審判講習会
７月１５日（日）野球協議会リーグ戦
春季空手大会
反核・平和マラソン
７月１６日（休）野球協議会リーグ戦

５日（日）野球協議会リーグ戦

８月１２日（日）野球協議会リーグ戦
８月１９日（日）野球協議会リーグ戦
８月２５日（土）茨城スポーツ祭典・卓球大会
祭典・テニス大会
８月２６日（日）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

祭典・テニス大会
サッカー協議会運営委員会７月２１日（土）

７月２９日（日）野球協議会リーグ戦

テニス協議会運営委員会 ７月２９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０

□勝点１（引分） △勝点３（不戦勝） ▲勝点－１（不戦敗） ▽勝点３

★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

