
第１２回ちば反核平和マラソンが、７月１５日

におこなわれました。大飯原発の再稼働強行にに

対する反対の高まりのなか、翌日には代々木公園

での「さよなら原発１０万人集会」を控えての行

動でした。

今回も、第１回から中心となっている法律事務

所関係の「ランランラン」、常連となってきた

「上市場でれすけ倶楽部」を中心に、総勢２２名

のランナーと給水のサポーター及び応援をいれて

３０名を超える参加者でした。

（逸見会長《右端》

の挨拶）

（作草部町を駆け抜け

て）

（千葉市中央区・千葉そごう前も走りました）

コースは例年どおり、千葉市の都市モノレール

「スポーツセンター駅」から稲毛海浜公園まで約

１２キロ、途中４回の給水タイムをいれて２時間

ほどでゆっくりジョギングペースで訴えて走りま

した。 沿道では、多くの人が「ご苦労様」と声

をかけてくれたり、車から手を振ってくれたりと

励まされました。

（司会は園川連盟副理事長《立っている人》）

そして、終点の稲毛海浜公園の緑陰で恒例のビー

ル、ワインで慰労会。自己紹介を含めて、もっと

広げようと確認して終了しました。

（（（（逸逸逸逸見見見見眞眞眞眞一一一一千千千千葉葉葉葉ラララランンンンニニニニンンンンググググククククララララブブブブ会会会会長長長長））））
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今年は原発問題もアッピール
元気で反核・平和マラソン



去る７月１５日（日）、稲毛区宮野木スポーツ

センター体育館において千葉県空手協議会春季空

手大会が開催されました。

今大会は競技出場者が２００人を超し活気に満

ちた気迫ある試合が繰り広げられました。

事前の審判講習会においても多くの子供たちが

参加し、審判部会と特別講師による緊張感のある

密なる指導が行なわれました。本大会においてそ

の効果も大きかったように思われます。

（会場一杯の４面を使用しての形・組手会場）

競技は４コートに分かれ田口審判長の下、各コー

ト長の采配により、いくつかの新しい試みもなさ

れました。

形競技においては予選が得点形式で行なわれ、

上位４名の決勝トーナメントが抽選で組合せが行

なわれ、フラッグ方式（旗判定）で勝敗を決しま

した。 組手競技においては、伝統的な素面（顔

面防具無し）で行なわれたが、得点は従来の一本

勝負から４ポイント先取に変更されました。

そして今回の特徴は初めて幼児の部を単独で設け

たことです。

大会役員、審判団、運営委員（お手伝いの父兄

の方々）そして応援の父兄の方々のご協力により、

各コートにおいて緊張感と迫力ある試合が行なわ

れました。最後の種目の組手団体戦は、葵塾の三

連覇で全ての競技が終了しました。

いくつかの反省点も残りましたが、今大会を教訓

に次回の１２月開催のスポーツ祭典 空手大会に

生かし、千葉県空手協議会の加盟団体と参加競技

者を増やしていきたいと思います。

（（（（菅菅菅菅家家家家 亘亘亘亘 空空空空手手手手協協協協議議議議会会会会事事事事務務務務局局局局長長長長））））

試合の結果は以下の通りでした。

形
幼幼幼幼児児児児のののの部部部部

優 勝 柏崎 彰秀 準優勝 田口 久乃

（納侍塾） （葵 塾）

小小小小学学学学１１１１年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 徳永 幸誠 準優勝 菊田 大翔

（拳夢館） （紘武会）

小小小小学学学学２２２２年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 獅子田秋美 準優勝 石澤 哲成

（功道館） （紘武会）

小小小小学学学学３３３３年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 徳永 愛心 準優勝 野城 祐太

（拳夢館） （納侍塾）

小小小小学学学学４４４４年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 日笠 椋介 準優勝 石川 陽美

（紘武会） （国武館）

小小小小学学学学５５５５年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 高山 悠 準優勝 深野陽平

（国武館） （国武館）

小小小小学学学学６６６６年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 高木 大聖 準優勝 市川 夕樹

（真心会） （紘武会）

中中中中学学学学生生生生のののの部部部部

優 勝 獅子田夏希 準優勝 佐藤 涼凪

（功道館） （葵 塾）

一一一一般般般般有有有有級級級級のののの部部部部

優 勝 平子 和正 準優勝 妹尾 淳

（拳夢館） （真心会）

一一一一般般般般有有有有段段段段のののの部部部部

優 勝 湯浅 彪成 準優勝 山口 道人

（錬極館） （拳身会小中台）

葵塾 組手団体戦（空手）を制す
２００名を越す参加者で熱戦
空手協議会が春季大会を開催



久々に空手協議会加盟の団体を紹介します。

今回は千葉県空手協議会では異色の外国人師範が

代表をしている空手道場です。

保護者の方から紹介して貰いました。

①①①① ククククララララブブブブ（（（（チチチチーーーームムムム））））名名名名 納侍塾

②②②② 代代代代表表表表者者者者 ナジ・メホロダド

③③③③ 連連連連絡絡絡絡先先先先 千葉市中央区星久喜町1161

TEL 090-2557-7170

④④④④ チチチチーーーームムムムのののの概概概概要要要要（名前の由来・チームの特徴・

練習日程・人数等）

毎週、月・水・金・土の週４回、キッズから大

人まで、年齢制限無しで、楽しく練習をしていま

す。クラブ（団体）名は、イラン人のナジ先生の

名前に当て字を付けて納侍塾になりました。

先生は日本語もペラペラで試合の審判も流暢な日

本語でやっています。生徒の中にも何人かはハー

フの子もいて、国際的なクラブ（団体）だと思い

ます。

練習は正座、

礼から始め

ます

⑤⑤⑤⑤ ククククララララブブブブののののアアアアッッッッピピピピーーーールルルル（１２年度の抱負等）

現在３０人前後の生徒さん達を日々、心身共に

訓練中です。１１年度は優勝から３位まで、多く

の子ども達が入賞することができました。

１２年度も１１年度よりも沢山の子ども達の笑顔

を見たいと思います。

オーイ！みんなおいでよ！楽しい空手に！可能性

は誰にでもあります。目指せ！世界チャンピオン！

⑤⑤⑤⑤ そそそそのののの他他他他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待する事）

スポーツ連盟の大会に期待する事は、正しい判

断、正しい決断が出来る審判団になって欲しいこ

とです。見ている父兄、日々頑張っている子ども

達が審判のせいで、悔し泣きをしていたり、諦め

ている姿を度々見かけます。

是非、父兄も、プレーをしている子ども達も納

得できる試合にして頂きたいと思います。合わせ

て男女別の試合方法も考えていただけたらと思い

ます。今後ともよろしくお願いします。

回し蹴りの

練習

中央は

ナジ師範

クラブ紹介

納侍塾
千葉県空手協議会

ナジ・メホロダド氏

1969年イラン生れ。子どもの頃から空手に

興味を持ち道場に通う。テヘランの大学（電

気科）を中退、憧れの修行に来日、東京で働

きながら空手の修行と日本語の勉強に没頭。

千葉の紘武会、長谷川師範の元で指導にあた

りこの春、星久喜町に道場を開設、指導に当

たってる。現在５段。千葉県空手協議会の副

審判部長として活躍。



組 手
幼幼幼幼児児児児のののの部部部部

優 勝 田口 久乃 準優勝 木本 玲央

（葵 塾） （国武館）

小小小小学学学学１１１１年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 山脇 勇希 準優勝 日野 悠和

（葵 塾） （紘武会）

小小小小学学学学２２２２年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 藤田 稜平 準優勝 獅子田秋美

（葵 塾） （功道館）

小小小小学学学学３３３３年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 鈴木 健太 準優勝 須賀 伊吹

（拳夢館） （紘武会）

小小小小学学学学４４４４年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 大和久高志 準優勝 平子 敦也

（功道館） （拳夢館）

小小小小学学学学５５５５年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 伊藤 柾貴 準優勝 深野陽平

（功道館） （国武館）

小小小小学学学学６６６６年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 池沢 海 準優勝 中村 赳大

（葵 塾） （葵 塾）

中中中中学学学学１１１１年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 獅子田夏希 準優勝 高梨 卓海

（功道館） （功道館）

中中中中学学学学２２２２・・・・３３３３年年年年生生生生のののの部部部部

優 勝 青山 匠 準優勝 楠美 純也

（紘武会） （紘武会）

中中中中学学学学・・・・一一一一般般般般女女女女子子子子のののの部部部部

優 勝 佐藤 涼凪 準優勝 市川 響

（葵 塾） （紘武会）

一一一一般般般般有有有有級級級級のののの部部部部

優 勝 北元 彰 準優勝 高松 千尋

（紘武会） （真心会）

一一一一般般般般有有有有段段段段のののの部部部部

優 勝 三橋 基弘 準優勝 湯浅 彪成

（錬極館） （錬極館）

団 体 戦
団体戦は各団体から１～２チームが参加、全部

で過去最高の１８チームが熱戦をくりひろげまし

た。団体戦の内容は小学１・２年生の先鋒、小学

３．４年生の中堅、小学５・６年生の大将の３名

で試合を行ないました。

試試試試合合合合のののの結結結結果果果果はははは以以以以下下下下のののの通通通通りりりりでででですすすす。。。。

優 勝 葵 塾

山脇勇希 石渡康汰 中村赳大

準優勝 国武館Ａ

藤田稜平 木本瑠偉 深野陽平

第三位 拳夢館Ｂ

折井みく 中尾駿太 中岡正太

第三位 拳夢館Ａ

谷部理仁 廣瀬佑士 折井龍巳

団体戦

決勝

審判

永野師範

団体戦

決勝

審判

ナジ師範



前号の男子の記録に引き続き６月１０日（日）

千葉県総合スポーツセンターで行われた陸上競技

大会の女子の記録を掲載します。

一一一一般般般般女女女女子子子子 １１１１００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 鈴木 麻衣 千葉商科大 12.60 -1.0

一一一一般般般般女女女女子子子子 ２２２２００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 芝野 麻美 千葉明徳宏 28.36 +0.2

一一一一般般般般女女女女子子子子 ８８８８００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 後藤 瀬奈 千葉土気中 2.25.20 GR

一一一一般般般般女女女女子子子子１１１１５５５５００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 菅 由美子 館山陸協 4.57.20

一一一一般般般般女女女女子子子子５５５５００００００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 菅 由美子 館山陸協 19.20.23

中中中中学学学学女女女女子子子子 １１１１００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 松本理夏子 ちはら台南中12.31 -1.2

GR

１００ｍ

予選４組

１位は濱井

さん

１００ｍ女子

決勝スタート

中中中中学学学学女女女女子子子子 ２２２２００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 加藤 瑠香 富津ふれあいJr陸上27.16+0.9 GR

中中中中学学学学女女女女子子子子１１１１５５５５００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 小山 良美 朝日ヶ丘中 5.17.02

小小小小学学学学女女女女子子子子 １１１１００００００００ｍｍｍｍ

優 勝 鎌田和花奈 富津ふれあいJr陸上 13.78+1.8

小小小小学学学学女女女女子子子子１１１１００００００００００００ｍｍｍｍ GR

優 勝 高橋 侑希 富津ふれあいJr陸上 3.25.70

４４４４××××１１１１００００００００ｍｍｍｍＲＲＲＲ

優 勝 ちはら台南中富濱 濱井 川奈部 松本 48.95 GR

一一一一般般般般女女女女子子子子走走走走幅幅幅幅跳跳跳跳

優 勝 杉尾 沙耶 千葉明徳高 4ｍ45 +0.1

中中中中学学学学女女女女子子子子走走走走幅幅幅幅跳跳跳跳

優 勝 尾形奈那美 富津ふれあいJr陸上4ｍ92 +0.5

一一一一般般般般女女女女子子子子走走走走高高高高跳跳跳跳

優 勝 瀧澤 美奈実 花園中 1ｍ50

一一一一般般般般女女女女子子子子砲砲砲砲丸丸丸丸投投投投

優 勝 猪狩 有紀 須賀川高 7ｍ12

中中中中学学学学女女女女子子子子砲砲砲砲丸丸丸丸投投投投

優 勝 伊藤 友薫 千葉土気中 7ｍ35

一一一一般般般般女女女女子子子子ややややりりりり投投投投

優 勝 円谷優翔子 須賀川高 30ｍ13

７月１１日<水）千葉市穴川コミュニティセン

ターで理事会が開催されました。

総会後実質的な初めての理事会と言う事で、３

月１７日以後の活動について報告がありました。

この中でランニングでは青葉の森リレーマラソ

ンが２０１２名の参加で無事終了したこと、昨年

は震災の影響がありバレーボール協議会の登録が

出来なかったものの、今年度２７チームで再度ス

タートした事、サッカーでは５月にフット・ア・

セットの全国大会を千葉市フクダ電子アリーナで

盛況の内に終了した事の報告がありました。

また静岡県で開催された全国選抜野球大会では

千葉県代表のセブンスターズが数十年ぶりに優勝

した事などの嬉しい報告もありました。

更に県連盟の組織としては昨年１８８クラブ

２７９４でしたが、今年は２１５クラブ３３１０

名と前進したことが確認されました。

討論では４８回目を数える千葉県スポーツ祭典

を５０００名を越える参加者で成功させる事、

「スポーツのひろば」誌を８月中に１００部にま

で普及・宣伝そして拡大する事。そして当面の活

動として、反核平和マラソンを成功させるための

具体的な話し合いがなされました。

第４８回スポーツ祭典陸上競技大会

女子の結果

第２回理事会報告



○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

８月 ５日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会・決勝Ｔ

８月１１日（土）祭典・テニス大会（予選会）

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

サッカー協議会リーグ戦

８月２５日（土）祭典・テニス大会・女Ｗ

茨城卓球大会（出前大会）

８月２６日（日）野球協議会リーグ戦

関東ブロックテニス・混合Ｗ

サッカー協議会リーグ戦

９月 １日（土）祭典・バレーボール大会

祭典・バドミントン大会

９月 ２日（日）祭典・テニス大会・チーム対抗

９月 ２日（日）サッカー協議会リーグ戦

野球協議会リーグ戦

９月 ８日（土）祭典・バレーボール大会

９月 ９日（日）サッカー協議会リーグ戦

野球協議会リーグ戦

９月１６日（日）祭典・テニス大会・男Ｗ

野球協議会リーグ戦

９月１７日（休）祭典・テニス大会・男・女Ｓ

９月１９日（水）祭典・卓球・ダブルス戦

９月２３日（日）サッカー協議会リーグ戦

野球協議会リーグ戦

９月２９日（土）祭典・テニス大会・シニア

９月３０日（日）サッカー協議会リーグ戦

野球協議会リーグ戦

８・９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


