
第４６回全国軟式野球大会千葉県大会は３月４

日開幕しました。その後の日程で雨の影響を一部

受けましたが管理部のグランド確保により９月２

３日全日程終了することが出来ました。

一部は昨年優勝の福井電気が序盤につまずき７

勝３敗で全日程を終了し、他の試合結果を待ちま

したが３位に終わりました。投手を補強したＳＡ

ＮＳが２試合を残し１分けでも優勝という展開を

つくりましたが、初優勝を意識した終盤連敗し、

栄町クラブＺに３年ぶりの優勝を許しました。

二部はシーズン当初１勝３敗と苦戦した海浜ブ

ラザーズがその後立て直し６連勝し、１位・２位

チームの最終戦引き分けにより勝ち点で両チーム

を上回り、二部昇格１年目で優勝を手にしました。

三部は今シーズン昇格した闘球会が安定した投

手力を背景に負けなしで３部を制しました。

四部は今シーズン初参加のチームが上位４チー

ムを占め、優勝を争い星のつぶし合いになりまし

たが、直接対決を制した京葉港業が優勝しました。

３部以外は最終戦まで優勝の行方がわからず白

熱したリーグ戦が展開されました。

三部と四部のプレイオフは両チーム譲らず、特

別ゲームとなり京葉港業が制し、決勝トーナメン

トに進みました。

９月２３日は前日の天候とはうってかわり、明

け方から冷たい雨にたたられ残念ながら決勝トー

ナメント戦は中止となり、実施要項通り一部優勝

の栄町クラブＺが千葉県代表として関東大会に出

場することになりました。

（千葉県野球協議会 脇村元夫事務局長）

第４６回全国軟式野球大会・決勝戦と同時平行

しながら、来年５月に開催予定の全国選抜軟式野

球大会・千葉県大会のキャプテン会議が９月８日

（土）に千葉県スポーツ科学センターにて開催さ

れました。

出場チームを紹介します。
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試合は９月１７日より

１１月２７日にかけて日

曜日と祭日に千葉市内の

会場を中心に展開されま

す。（左は選手宣誓の様子）
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３年ぶりの優勝
栄町クラブＺ

第４６回全国軟式野球大会千葉県大会が閉幕

第３６回全国選抜軟式野球大会
千葉県大会出場チーム名紹介



千葉県スポーツ祭典・バレーボール大会は男子

１３チーム、女子７チームの古豪・強豪チームが

結集し、９月１日（土）四街道市総合体育館にて

予選、９月８日（土）千葉市・花島運動公園体育

館にて決勝が行われました。

各チームとも日頃の練習の成果を発揮するとと

もに新日本スポーツ連盟のモットーである“フェ

アプレー”精神のもと熱戦が繰り広げられました。

大会の結果男子の優勝の八街排球クラブと準優

勝のＮＵＤＥの他に、昨年全国大会を制した清球

会、春の大会優勝の健友会の４チームが、また女

子は実力が拮抗する中、優勝 ＮＵＤＥ、準優勝

ＡＮＫＯＩＳＭ 第３位 ＮＲレジーナ、ＫＡＫ

ＡＬＯＴＴＯの４チームが全国大会の切符を手に

しました。

（女子 ＮＵＤＥ対ＮＲレジーナ）

今年の全国大会は１１月１７日（土）から１８

日（日）にかけて瀬戸市体育館を始め愛知県内の

３会場で開催されます。各チームとも千葉県代表

として恥じない実力を持ったチームなので全国大

会でも千葉県二連覇は大いに期待できます。

今大会においては被災地募金の活動等に対し、

各チームから多大なご協力を頂き誠にありがとう

ございました。１０本近い『消える筆記具・フリ

クション』のご購入もいただきました。

また大会運営に携わった関係各位に深く感謝申

し上げます。

（石原史貴バレーボール協議会 運営委員長）

（男子優勝 八街排球クラブ）

（男子 準優勝 ＮＵＤＥ）

（女子 優勝 ＮＵＤＥ）

（女子 準優勝 ＡＮＫＯＩＳＭ）

優 勝
八街排球クラブ（男子）ＮＵＤＥ（女子）

千葉県スポーツ祭典・バレーボール大会



久々にバドミントンのクラブ紹介です。

今回は高校の部活です。９月２日千葉県スポーツ

祭典・バドミントン大会個人戦が千葉公園体育館

で行われましたが、高校生も参加。社会人に混じっ

て熱戦を繰り広げました。

① クラブ（チーム）名 県立成東高校

② 代表者 顧問 美谷島 毅先生

③ 連絡先（住所） 山武郡成東３５９６

④ チームの概要（チームの特徴・練習日程・

人数等）

私たち成東高校バドミントン部は男子２１名、

女子２０名で活動しています。練習は日曜日以外

の週６回、月・木は高校の体育館で、それ以外は

付近の小学校の体育館で行っています。男女共に

関東大会を目標として、日々練習に励んでいます。

私たちの自慢なところは、成東高校で一番仲が

良いところです。先輩・後輩や男女の隔てもなく、

チームの雰囲気はどこにも負けません。

（試合の後全員集合 後列左端は美谷島先生）

⑤ クラブのアッピール（１２年度の抱負等）

今年度の学年別大会では男子シングルス地区大

会で優勝し、県大会出場を決めました。

私たちは個人個人がしっかりと目標を持ち、その

達成に向け、頑張っています。また、つらい練習

でも手を抜くことなく、一人一人がしっかり声を

出し全力で取り組めるところが良いところだと思

います。これからは地区大会だけでなく、更に上

を目指して行きたいと思います。

（大会運営に部をあげて参加しました。）

一般の

選手と大

健闘

仲良し

３人男

クラブ紹介
県立成東高校

バドミントン部
バドミントン協議会（準）

全国スポーツ祭典

バドミントン大会
期 日 ２０１２年１２月８日・９日

会 場 静岡県浜松市 浜北総合体育館

種 目 ８日（土）

混合ダブルス・混合シニアダブルス

９日（日）

男女ダブルス及び男女シニア１・２部

参加費 ダブルス１組 ４０００円

競技方法 予選リーグ戦 決勝トーナメント戦

問合わせ 千葉県バドミントン協議会（準）



卓球協議会は９月１９日（水）千葉公園体育館

にて第４８回千葉県スポーツ祭典・卓球大会 ダ

ブルス大会を開催しました。

この大会は例年、二人の年齢を合計し、ランク

別に前半（午前）は男・女のダブルス、後半（午

後）は混合ダブルスを行なってきました。

しかし土曜・日曜に会場が確保できず、試験的に

女子ダブルス戦のみの大会として計画しました。

当初は平日と言う事で参加者は少ないものと予

想していましたが、逆に家庭婦人にとって平日の

方が参加しやすいことから、昨年の４６ペアから

１０９ペアと大幅な参加者増となりました。

結果は以下の通り

１部 （～９９才まで）

優 勝 梶山・荒井組（蘇我プラザ）

準優勝 峰村・伊藤組（りゅうクラブ）

２部 （１００才～１０９才）

優 勝 三島・二見組（なのはな君津）

準優勝 佐藤・中屋組（幸）

３部 （１１０才～１１９才）

Ａブロック

優 勝 田村・奥津組（おゆみ野フレンズ）

準優勝 松崎・加藤組（さくらんぼ）

Ｂブロック

優 勝 園田・座間組（フレンドリー）

準優勝 戸田・佐藤組（さくらんぼ）

４部（１２０才～１２９才）

Ａブロック

優 勝 鈴木・月井組（松戸さざんか）

準優勝 紺野・花坂組（幸）

Ｂブロック

優 勝 三浦・永沢組（フォルテ）

準優勝 西田・祓川組（幸）

Ｃブロック

優 勝 大島・青木組（ＡＯＫクラブ）

準優勝 金子・五十嵐組（千城クラブ）

Ｄブロック

優 勝 菅野・西野組（浦安かれん）

準優勝 小松・中山組（三田クラブ）

Ｅブロック

優 勝 高井・増田組（コスモス）

準優勝 柴田・三嶋組（船橋卓友会）

５部（１３０才以上）

Ａブロック

優 勝 河西・村元組（幕張シェル）

準優勝 長山・上野組（船橋卓友会）

Ｂブロック

優 勝 小林・島田組（スーパーボール）

準優勝 牧戸・木村組（クローバー）

Ｃブロック

優 勝 寺島・伊丹組（蘇我プラザ）

準優勝 関谷・森山組（あすみが丘卓球クラブ）

Ｄブロック

優 勝 池山・細谷組（ライラック）

準優勝 八幡・吉田組（チェリーズ）

Ｅブロック

優 勝 金子・坂下組（杏仁クラブ）

準優勝 山本・関組（かずさ）

Ｆブロック

優 勝 田中・河村組（コスモス）

準優勝 赤羽・伊藤組（秋桜）

Ｇブロック

優 勝 岸田・寒河江組（ジャスミン）

準優勝 島村・渋谷組（三田クラブ）

参加者の声をお聞きしました。

試合数も沢山やれてとても楽しい！。２人で

力を合わせて頑張れるダブルス戦はすっごく楽し

いです。（橋本喜美江さん かずさ）

十分に楽しめました。このような試合を沢山計

画して下さい。（金子睦子さん 杏仁クラブ）

１０９ペアが参加
千葉県スポーツ祭典・卓球大会・ダブルス大会結果



今年の夏ロンドンオリンピック大会トライアス

ロン競技・日本代表の一人、上田 藍選手は、新

日本スポーツ連盟東京都連盟・千葉県連盟が共同

開催しています年末恒例の「検見川クロスカント

リー大会」（千葉市花見川区・東大グラウンド）

に毎年参加されています。今でも女子１０㎞の部

門では、彼女が持つ４３分０３秒の記録が大会記

録として残っています。

（トップでゴールする上田さん 2011年12月）

クロスカントリー大会は冬場のトライアスロン

トレーニング（特にラン部門の強化）の一環とし

て参加されていますが、毎回素晴らしいキレのあ

るランニングフォームで男子選手とも互角の勝負

を繰り広げています。トライアスロン競技でも最

後の種目のランで先行する選手をごぼう抜きする

走りは見ごたえがあります。

このようなご縁もありオリンピック出発前の7月1

6日・グリーンタワー幕張で開催されましたオリ

ンピック壮行会に新日本スポーツ連盟として些少

ではありましたが強化費をお贈りいたしました。

今回の大会には、それまでに蓄積したレース結

果から、女子はメダル、男子は8位以内入賞とい

う目標を掲げて臨みましたが、残念ながら結果は

どちらも目標を達成することはできませんでした。

上田 藍選手はスイムの出遅れが最後まで響き上

位に絡むことができませんでした。しかしながら、

前回の北京大会から今回のロンドン大会に向けて

の4年間の努力は決して無駄ではなかったと思い

ます。ともかくオリンピックの舞台に立つことが

できたことは素晴らしいことだと思います。

すでに彼女は2016年リオ・デ・ジャネイロ大会

に向け目標を切り替えてトレーニングに励んでい

るそうです。彼女の素晴らしいところは決して後

ろを振り返らないこと。物事をポジィティブに考

えることです。彼女から寄せられた第29回全国ス

ポーツ祭典へのメッセージにもありますように、

彼女の好きな言葉は「笑顔」です。彼女の才能の

一つ、イラスト作成にもその言葉通り笑顔が満載

されています。

今年の検見川クロカンにも参加される予定だそ

うです。大会で彼女を見かけた折にはぜひとも

「笑顔」でエールを交換しましょう！

（園川峰紀副理事長 前県トライアスロン理事長）

９月２６日（水）第６回常任理事会が開催され

ました。初めに８月末から１ヶ月の活動報告があ

り、卓球・テニス・サッカー・バドミントン・バ

レーボールでスポーツ祭典が順調に展開されてい

ることが報告されました。サッカーではＦＣリベ

ルタが５ヶ月に渡るリーグ戦と決勝トーナメント

戦を経て優勝。卓球協議会は８月２５日に茨城で

の出前大会を成功させました。

浅沼理事長から全国理事会の報告もありました。

（財政報告をする竹村昭常任理事 左から２番目）

討論では「スポーツのひろば」誌の宣伝・普及

について、スポーツ連盟の理念を理解して貰う立

場から、理事及び各協議会役員の未購読者に必ず

読者になってもらうよう働きかけることが確認さ

れました。またなぜスポーツ連盟が協議会を重視

しているのかについて、城丸章夫著作集から「ス

ポーツと民主主義」「平和と体育・スポーツ」の

論文をもとに学習（理論学習）をしました。

上田 藍さん
リオ・デ・ジャネイロ大会に向
け早くもトレーニングを開始

第６回常任理事会報告



○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

１０月 ７日（日）祭典・野球トーナメント戦

サッカー協年間リーグ戦

１０月 ８日（休）祭典・野球トーナメント戦

１０月１３日（土）チーム対抗テニス大会

１０月１４日（日）祭典・野球トーナメント戦

サッカー協年間リーグ戦

１０月１６日（火）松戸レディース卓球大会

１０月２１日（日）祭典・野球トーナメント戦

１０月２８日（日）祭典・野球トーナメント戦

サッカー協年間リーグ戦

１１月 ３日（休）祭典・野球トーナメント戦

１１月 ４日（日）サッカー協年間リーグ戦

１１月１１日（日）祭典・野球トーナメント戦

サッカー協年間リーグ戦

鈴木杯テニス大会

１１月１８日（日）祭典・野球トーナメント戦

１１月２４日（土）鈴木杯テニス大会

１１月２５日（日）祭典・野球トーナメント戦

サッカー協年間リーグ戦

鈴木杯テニス大会

１０・１１月行事予定

第４６回全国軟式野球大会千葉県大会結果


