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ＦＣ リベルタ

千葉県スポーツ祭典・サッカー大会閉幕

サッカー協議会は３月１８日から８月５日まで
第４８回千葉県スポーツ祭典・サッカー大会を開
催しました。大会を振り返り決勝戦の様子も含め
有吉正佑運営委員長に感想をお聞きしました。
今年度は、最多の１９チームで大会が行われ
ました。参加チームは昨年度からサッカー協
議会では１部・２部制を行っていますが、協
議会から１７チーム、協議会外から２チーム
の参加がありました。大会については年々、
レベルが上がってきていることを感じます。
試合方法は４～５チームによる予選リーグ
を行い、順位トーナメント戦を行いましたが
大きな問題もなく、大会を無事終了すること
ができました。
決勝は準決勝でアベニーダに快勝したＦＣ
リベルタと同じく準決勝でＰＫ戦でさむらい
を破ったＦＣバルサンの組み合わせとなりま
した。 序盤はチャンスもポゼッションも拮
抗した試合でしたが、後半が始まってからＦ
Ｃリベルタがこぼれ球を拾う回数が増え、こ
れによりＦＣリベルタのチャンスが増しＦＣ
バルサンのラインが間延びしてきたところで、
ＦＣリベルタが先制しました。
その後微妙な判定でしたが、ＰＫをＦＣリ
ベルタが獲得、２－０としました。しかし、
残り１５分くらいからＦＣバルサンのボール
の保持率が良くなるとＦＣバルサンのカウン
ターが効き出し１点を返しました。しかし残
念ながらここまでで、２－１でＦＣリベルタ
が優勝しました。

青葉の
森競技場
にて

青葉の森競
技場にて

ちはら台運動
公園にて

第２９回全国スポーツ祭典
サッカー大会
期
会

日
場

２０１２年１１月１７日・１８日
宮城県 グランディ２１宮城スタジ
アム及び県サッカー場

参加チーム ９チーム（都道府県予選代表ﾁｰﾑ)
参加費 ４００００円
千葉県からＦＣリベルタとＦＣバルサンが出場します。
※ 全国シニア大会も開催されます。

優 勝

混合ダブルスは中村晶子・大塚伸介組

全国スポーツ祭典に向け順調に進行

千葉県テニス協議会

千葉県テニス協議会は１１月１０日～１１日、
岐阜県で開催される第２９回全国スポーツ祭典・
テニス大会の出場権を得る大会として千葉県スポー
ツ祭典・予選会を行いました。
今年は男子ダブルスを６月２４日（日）。男子
シングルスと壮年女子ダブルスを６月３０日（土）。
女子ダブルスを７月７日（土）。女子シングルス
と壮年男子シングルスを７月１６日（休）。混合
ダブルスは８月１１日（土）にそれぞれ開催しま
した。
男子ダブルスは高浜庭球場で開催、１６ペアが
参加しました。
優 勝 市川大輔・神 亨史組（フリー フリー）
準優勝 横尾知則・保戸田寛章組（ラ・フェット ラ・フェット）
第３位 秋山 陽・秋山 忍組（ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ千葉 ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ千葉）
第４位 工藤 智・横山慶太組（ラ・フェット ラ・フェット）
コンソレ
優 勝 奥田真也・鈴木啓之組（びぎなーずびぎなーず）
男子シングルスは高浜庭球場で開催、１２名が
参加しました。
優 勝 秋山 陽（ﾃﾆｽｺﾐｭﾆﾃｨ千葉）
準優勝 保戸田寛章（ラ・フェット）
第３位 前木理一郎（フリー）
第４位 鈴木敦史（フリー）
コンソレ
優 勝 市川大輔（フリー）
壮年女子ダブルスは男子シングルスと同じ高浜
庭球場で８ペアが参加しました。
優 勝 藤田美恵・大井貴子組（フリー フリー）
準優勝 石橋知佐子・和田明美（KASIWA・フリー）
第３位 庄司峰子・篠原時子組（チーム飛鳥・フリー）
同
橋本幸子・和田純子組（ポケット ポケット）
コンソレ
優 勝 長島栄子・山本 忍組（DREAMS DREAMS）

女子シングルスは青葉の森テニスコートで開催。

１１名が参加しました。
優 勝 鈴木沙央里（フレームショット）
準優勝 関根康子 （ＳＤＴＣ）
第３位 西谷雅子 （Ｔ．ＡＳＫＡ）
第４位 山城利恵子（チームピジョン）
女子ダブルスは青葉の森テニスコート。３２ペ
アが参加、沢山のペアで賑わいました。
優 勝 水野理香・栗原真紀子組（ラ・フェット･フリー）
準優勝 鈴木沙央里・工藤陽子組（フレームショット・ナイスオーラ）
第３位 大谷美佳・中村晶子組（グッピーズ グッピーズ）
第４位 石橋知佐子・佐藤光子組（KASIWA KASIWA）
コンソレ
優 勝 油屋文子・佐々木明子組（フリー フリー）
壮年男子シングルスは青葉の森テニスコートで
１９名が参加しました。
優 勝 鈴木邦男（フリー）
準優勝 西村信二（フリー）
第３位 矢野弘一郎（ラ・フェット）
第４位 河原昭宏（チーム飛鳥）
コンソレ
優 勝 早川 浩 （フレームショッ
ト）
混合ダブルスは千葉県総合スポーツセンターで
３９ペアが参加。夕方遅くまで熱戦が繰り広げら
れました。
優 勝 中村晶子・大塚伸介組（グッピーズ・フリー）
準優勝 坂本智美・坂本真吾組（ラ・フェット ラ・フェット）
第３位 大野則子・山下幸志組（庭猿・庭猿）
第４位 中村純子・松野純也組（ラ・フェット ラ・フェット）
コンソレ
優 勝 黒川結夏・横山慶太組（ラ・フェット ラ・フェット）

クラブ紹介

ラ・フェット

千葉県テニス協議会

久々にテニス協議会加盟のクラブを紹介します。
スポーツ連盟のテニス協議会結成時から参加して
いるクラブです。８月２６日千葉県総合スポーツ
センターで開催されていた混合ダブルス大会・一
般大会にお邪魔しました。
① クラブ（チーム）名 ラ・フェット
② 代表者 野口 毅さん
③ 連絡先 千葉市若葉区
萱間真奈美さん
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）
〈Ｌａ fete〉とはフランス語でパーティーを
意味します。気の合う仲間同士、好きなテニスを
楽しむ意味を込め、このチーム名に決めました。
今年度は４１人までになりましたが、新日本スポー
ツ連盟の試合に参加したくて１０人かき集めたの
がラ・フェットのはじまりです。
現在は男女共に２０代前半～ベテランに参加で
きる人まで、幅広い年齢層で活動しています。

（試合前のアップ練習 手前が代表者の野口さん、
お相手は連絡先の萱間さん）
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）
スポーツ連盟には気付いた事があれば試合会場
等でその都度、意見や提案をさせて頂いています。
毎回、直ぐに対応して下さっているので、今後も
連盟の方々と協力しながら大会を楽しんでいきた
いと思います。
若手への
アドバイ
スもしっ
かり

試合前の
アップ練習

試合前、大会参加者全員が集合！
残暑のためコンクリートがかなり熱かった！
⑤ クラブのアッピール（１２年度の抱負等）
試合の後は食事を兼ねてパーティーのごとく２
～３時間、ワイワイ騒いでいます。
こんな私達ですが、みんな試合が好きな人ばかり
なので、対抗戦の相手をして頂けるチームを募集
しています。

第２９回全国スポーツ祭典
テニス大会
期 日 ２０１２年１１月１０日・１１日
会 場 岐阜メモリアルセンター長良川テニスプラザ
岐阜市長良光大野２６７５－２８
種 目 一般の部 男女シングルス・ダブルス
ミックスダブルス
壮年の部 男子シングルス・女子ダブルス
参加費 一般の部・壮年の部とも８０００円
その他 問い合わせは千葉県テニス協議会まで

全国祭典出場権獲得を目指し激戦

第４８回千葉県スポーツ祭典・卓球大会（個人戦）
第２９回全国スポーツ祭典・卓球大会の出場権
を獲得するための第４８回千葉県スポーツ祭典・
卓球大会（個人戦）は、６月３０日（土）千葉・
ポートアリーナにて開催されました。

全国大会の会場が一般が東北の青森、年代別が
昨年と同じ岡山・桃太郎アリーナとあって遠方の
ため参加が少ないのではないかと危惧されました
が、当日は、予選会に男女併せて１７０名のエン
トリーがありました。
今年の特徴は、昨年までは千葉からの選手は総
数で決められていましたが、今年は一般で６名、
各年代別ごとに３名と言う上限の定数が決められ
ているため、年代によっては厳しい戦いとなりま
した。特に一般男子は６名の枠に６７名がエント
リーし激戦となり、ブロックで優勝しても決勝トー
ナメント戦で敗退する選手もいました。年代別で
も男子５０歳代で１３名が、女子５０歳代で９名
がエントリー、厳しい戦いとなりました。
また、一般男子で出場した「ＷＲＭ」下川さん
はインターハイ優勝、全日本選手権大会に出場し
ていて日本のトップ選手として活躍した方です。
昨年上位に入賞した選手でも今年は全国大会出場
権を獲得できない方もいました。

全国大会出場選手を紹介します。
男子一般
優 勝 鳥羽裕輔（ＴＲＦ）
準優勝 下川裕平（ＷＲＭ）
第３位 山口隆一（ＷＲＭ）
第４位 佐藤智也（ＴＲＦ）
第５位 木本 学 （赤翔馬）
第６位 神谷一成（ＴＲＦ）
全国推薦 大塚裕貴（ＴＲＦ）
男子年代別 ３０歳Ｌ（３０～３４歳）
優 勝 菊地和哉（ポピンズ）
準優勝 青柳祐也（ポピンズ）
第３位 鎌田悠介（千葉ＴＨＩＮＫ）
全国推薦 藤本三千郎（木更津クラブ）
全国推薦 角田隆史（ＴＲＦ）
男子年代別 ３０歳Ｈ（３５～３９歳）
優 勝 古市浩司（ＴＲＦ）
準優勝 平野竜太郎（ＫＣＰＣ）
第３位 河本相旭（木更津クラブ）
男子年代別 ４０歳Ｌ（４０～４４歳）
優 勝 小山一宏（ＫＣＰＣ）
準優勝 小柴雄司（.ＫＣＰＣ）
全国推薦 古庄正明（ＴＲＦ）
男子年代別 ４０歳Ｈ（４５～４９歳）
優 勝 伊藤勝視（木更津クラブ）
準優勝 菊地浩彰（Ｆ・Ｃ・Ｃ）
第３位 松島光孝（エリア２２）
全国推薦 小林哲也（木更津クラブ）
全国推薦 佐藤卓司（エリア２２）
全国推薦 安徳 保 （ＫＣＰＣ）
男子年代別 ５０歳Ｌ（５０～５４歳）
優 勝 上岡充直（Ｆ・Ｃ・Ｃ）
準優勝 井坂幸彦（Ｆ・Ｃ・Ｃ）
第３位 岡野淳一（ＴＲＦ）
男子年代別 ５０歳Ｈ（５５～５９歳）
優 勝 浦辺 栄 （ＪＵＳＴ）
準優勝 高橋幸悦（ＪＵＳＴ）
第３位 本条 繁 （千葉クラブ）
男子年代別 ６０歳Ｌ
優 勝 坂村信春（ＪＵＳＴ）
準優勝 島崎 博 （林くらぶ）

第４位 本間初一（卓愛会）
第３位の岩下さんは棄権
男子年代別 ６０歳Ｈ《予選会はなし》
三浦和夫（タウンズエイト）
男子年代別 ７０歳Ｌ（７０～７４歳）《予選会はなし》
竹村 昭（船橋卓友会）
野本 翠（タウンズエイト）
男子年代別 ７０歳Ｈ（７５～８０歳）《予選会はなし》
永田冬彦（個人）
女子 一般
優 勝 楠原憧子 （赤翔馬）
準優勝 岩井奈都子（千葉大学）
第３位 山口美優 （赤翔馬）
第４位 佐藤ゆみ （ウイング）
第５位 原田ゆみ子（千葉大学）
第６位 末永眞子 （千葉大学）
女子年代別 ３０歳Ｌ（３０～３４歳）
申し込みなし
女子年代別 ３０歳Ｈ（３５～３９歳）
優 勝 山田美左江（木更津クラブ）
準優勝 藤本貴子 （木更津クラブ）
第３位 高橋安美 （富津クラブ）
女子年代別 ４０歳Ｌ（４０～４４歳）
齋藤博美（富士電機クラブ）《予選会はなし》
峯村三咲（タウンズエイト）《予選会はなし》
女子年代別 ４０歳Ｈ（４５～４９歳）
優 勝 小林康子（ウェル）
準優勝 近藤晴美（富士電機クラブ）
第３位 伊藤伸恵（タウンズエイト）
女子年代別 ５０歳Ｌ
優 勝 大久保尚子（木更津クラブ）
準優勝 吉田しのぶ（富士電機クラブ）
第３位 永野千恵美（フリージア）
女子年代別 ５０歳Ｈ
優 勝 森 政子 （ウェル）
準優勝 久保登志子（ウェル）
第３位 石井あけみ（フリージア）
女子年代別 ６０歳Ｌ（６０～６４歳）
優 勝 竹内久美子（千葉ＴＨＩＮＫ）
準優勝 高橋美樹子（中央クラブ）
第３位 湯本ちほ子（千城クラブ）
女子年代別 ６０歳Ｈ（６５～６９歳）
優 勝 浦部淑子 （幸）
準優勝 岡本博子 （青野クラブ）
第３位 小玉とも子（好卓会）

女子年代別 ７０歳Ｌ
優 勝 寒河江ミツ子（ジャスミン）
準優勝 岸田みゑ子 （タウンスエイト）
第３位 岩瀬詩野子 （千城クラブ）
女子年代別 ７０歳Ｈ
全国推薦 楠田ユキ（かずさ）

第５回常任理事会報告
８月２２日（水）第５回常任理事会が開催され
ました。初めに７月上旬から８月下旬の活動報告
や８月から９月までの活動計画についての提案が
ありました。
ランニングからは７月１５日の反核・平和マラ
ソンでは原発再稼動の反対を訴えて走り、沿道か
ら応援の声が聞かれた事。野球では９月に全国祭
典に向けてリーグ戦の決勝戦が行なわれる予定で
ある事。バドミントン大会では県下でも実力のあ
る敬愛学園高校が参加する等が話題になりました。

協議事項としては
①スポーツのひろば」誌の普及・宣伝について
３月末で５部の減誌があったものの４月からサッ
カー協議会加盟のチームが増えたことやスキー・
ランニング・空手・バレーボールで１５部の拡大
があり丁度１００部になった事、そして引き続き
１クラブに１部の読者を目指して気軽に宣伝する
ことが確認されました。
②財政部からは７万円の夏季募金が集まったがま
だ目標の１０万円には届かず各協議会の行事を確
実に成功させる必要のあるとの論議になりました。
③復興支援グッズの「消える筆記具」がまだ１０
０本も残っていることから、各大会で積極的に訴
える必要のあることが確認されました。
④広報部からはホームページを是非開いて欲しい
との要望が出されました。

９・１０月行事予定
９月

１日（土）祭典・バドミントン大会
祭典・バレーボール大会
９月 ２日（日）野球協リーグ戦
サッカー協リーグ戦
チーム対抗テニス大会
９月 ８日（土）祭典・バレーボール大会
野球協リーグ戦
サッカー協リーグ戦
９月１６日（日）野球協リーグ戦
祭典・テニス大会・一般
９月１７日（日）野球協リーグ戦
祭典・テニス大会・一般
９月１９日（水）祭典・卓球ダブルス大会

９月２３日（日）野球協リーグ戦決勝戦
サッカー協リーグ戦
９月２９日（土）祭典・テニス大会・一般
野球協トーナメント戦
サッカー協リーグ戦
１０月 ７日（日）野球協トーナメント戦
サッカー協リーグ戦
１０月１３日（土）祭典・テニス大会
１０月１４日（日）野球協トーナメント戦
サッカー協リーグ戦
１０月１６日（火）レディース卓球大会・松戸
１０月２１日（日）野球協トーナメント戦
１０月２８日（日）野球協トーナメント戦
サッカー協リーグ戦

第４６回全国軟式野球大会千葉県大会

途中経過

