
１０月１４日（日）印西市松山下公園にある印

西体育館にて千葉県では初めてのミックスバレー

ボール大会が開催されました。

近年、男女混合の６人制バレーボールに人気が

高まっています。スポーツ連盟でも１０年位前か

ら東京都連盟や徳島県連盟が大会を計画、現在全

国ミックスバレーボールセンターが組織され、各

地で大会を開催しています。

ミックスバレーボールは何と言っても男女混合

で試合が出来ることから、和やかな雰囲気で楽し

むことが出来、「いつでも・どこでも・だれもが

スポーツ」と言うスポーツ連盟の趣旨そのものと

して広がっています。

千葉では６人制の男女バレーボール大会は４０

年以上も前から開催し、実力のあるチームも多く

参加していて、全国大会でも優勝または上位に名

を連ねていますが、ミックスバレーボールは開催

されていませんでした。

今回、全国ミックスバレーボールセンターから

埼玉の並木智香子さんと東京の細野道秋さんが

“千葉でも全国大会の予選会を”との熱い期待の

もと、出前大会として開催することができました。

第１回目の大会には埼玉のチームも含め７チー

（大会の

趣旨やルー

ル説明を

する並木

さん・左

端）

ムが参加し、熱戦が繰り広げられました。

（試合前ルー

ルの説明が

ありました。

・アタック

の仕方につ

いて）

（全国大会出場を決めたＲＯＵＧＥ Ａ）

（八街排球クラブ・男子６人制全国大会に出場の

ため優勝はしましたが、残念ながら辞退）
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ＲＯＵＧＥ Ａ 徳島へ（全国大会）
第１回ミックスバレーボール大会 開催



松戸市総合公園体育館でのレディースオープン

卓球大会は１０月１６日（火）に開催されました。

例年６月に開催してるこの大会、春に全国大会

の予選会を２回実施したため秋に移動しての開催

でした。時期が遅くなったため参加チーム数が若

干少なくなったものの６０チームが出場しました。

試合はランク別１ダブルス２シングルスの５～

６チームによるリーグ戦でした。

卓球台２２台を使用。

１ブロック２台で

試合をしました。

試合結果は以下の通りでした。

Ａランク

第１位 卓習会（葛飾区） 秋山・瀬尾・小池

第２位 ラベンダー（松戸市）岩田・根津・菅原

Ｂランク

Ａブロック

第１位 高野山クラブ（柏市）石埜・伊藤・青木

第２位 杏仁クラブ（船橋市）幸村・内藤・坂下

Ｂブロック

第１位 青卓会（船橋市）堀・石原・山根

第２位 アフターズ①（松戸市）長谷・岩田・安倍

Ｃブロック

第１位 まつりか（船橋市）山川・喜多・香川・秋野

第２位 ナイスミート（松戸市）若林・横須賀・中村

Ｃランク

Ａブロック

第１位 たんぽぽクラブ①（鎌ヶ谷市）百瀬・山田・北村

第２位 八千代ＹＯＣ①（八千代市）田中・北村・曽根

Ｂブロック

第１位 シャッフル（船橋市）山内・杉田・小今井

第２位 井ノ会②（相馬郡）藤田・酒井・岡本・渡辺

Ｃブロック

第１位 火水会②（松戸市）為定・高島・堀江

第２位 カンタービレ①（我孫子市）萩原・飯田・友政

Ｄブロック

第１位 サンライズ（三郷市）秦・山本・高橋・軽部

第２位 ベルズ（松戸市）中野・鈴木・武井

Ｅブロック

第１位 八千代こまち（八千代市）中根・大林・関根・重永

第２位 船橋卓友会（船橋市）本城・長山・軽込

Ｄランク

Ａブロック

第１位 カハナ（船橋市）田代・谷本・鈴木

第２位 松戸すみれ（松戸市）邨瀬・若狭・簗田

Ｂブロック

第１位 こがね（松戸市）浜本・藤原・纐纈・清水

第２位 チェリーズ（船橋市）八幡・鶴田・吉田

（高野山クラブの皆さん）

（シャッフルの皆さん）

優 勝（Ａランク） 卓習会（葛飾区）
第１２回松戸レディース卓球大会開催

優勝しちゃいました～。今日は即席のチーム

でしたが、最高のチーム。最高の１日でした。

（高野山クラブ）

ゆったり広くて動きやすかったです。シング

ル、ダブルスと出れば少ない時間に沢山出ら

れていいですね。（シャッフル）



１０月８日（休）千葉市・生浜小学校体育館に

て今年度２回目の審判講習会が開かれました。

今回の講習会は９月の第１回理事会で決まったも

ので、講習会は審判部長の田口氏と副審判長のナ

ジ氏を中心に進められました。

参加者は真心会、袖ヶ浦拳身会、拳夢館、国武

館、拳身会小中台支部、納持塾から１２名が参加、

また生徒は各団体から２３名が参加しました。

次回の大会から初めて審判員として試合に臨む

３名は審判部長から基本的な心構えを学びました。

（自信を持って旗を揚げることを指導する田口審判部長）

既に経験済みの審判員にはナジ副部長から、最

近の全空連で課題になっているジェスチャー等に

ついての説明がありました。

（円くなってジェスチャーの指導するナジ副部長）

実際の試

合を通して

審判の仕方

について研

修しました。

１０月２４日（水）第７回常任理事会が開かれ

ました。初めに９月２７日から１０月２３日まで

の活動が報告されました。

１ヶ月間の活動の特徴は、全国ミックスバレー

ボールセンターからの【出前】ながら千葉で初め

て大会が開かれたこと、第２回目の空手審判講習

会が開かれたこと、またサッカー協議会のリーグ

戦と野球協議会のトーナメント戦が日曜日毎に開

催されていること等が報告されました。

更にスポーツのひろば誌がこの間、園川副理事

長が２部拡大し現在１０２部になったことも報告

されました。

討論では報告にもあったミックスバレーボール

を今後千葉県連盟としてどのように位置づけ、定

着させるかについて話し合われました。

当面、今回大会を運営した全国ミックスバレー

ボールセンターの役員や全国大会に出場したチー

ムとの連携を図りながら千葉にもミックスバレー

ボール大会を開催することができるか模索するこ

とになりました。

またサッカー協議会が更に運営委員会中心の活

動にするための具体的な支援のあり方について話

し合われました。当面は１１月２４日（土）に予

定されているサッカー協議会の運営委員会を前に

運営委員長とサッカー担当常任理事並びに会計担

当者の連携が出来るよう事前の打合せを密に行な

うこと等が確認されました。

財政報告では資金ぐりを円滑にするため、専従

者補助金を早めに納入してもらう事、年末募金に

一層の努力をしなければならない事等が確認され

ました。復興支援グッズの「消える筆記用具」に

ついてはあと数本を残すのみとなりました。

第７回常任理事会報告第２回審判講習会開催
千葉県空手協議会



サッカー協議会では８月から来年の２月までリーグ戦を開催しています。各リーグの試合の様子は

下記の通りです。１部リーグではＦＣリベルタとＦＣバルサンが勝点で並び、２部リーグＡブロック

も夜の盗賊団とＤＥＮＫＡが同様に勝点で首位を争っています。

１部リーグ

２部リーグＡ

２部リーグＢ

ＦＣリベルタ、ＦＣバルサン（１部リーグ）

勝ち点で並ぶ （９点）
サッカー協議会年間リーグ途中経過

FCﾘﾍﾞﾙﾀ FCﾊﾞﾙｻﾝ ﾊﾟﾙﾃｽｰﾙ さむらい ﾔﾝｷｰｽ URAGANO ｶﾒﾗｰﾄ 勝ち点

FCﾘﾍﾞﾙﾀ ○４－１ ○４－１ ○７－０ － － － ９

FCﾊﾞﾙｻﾝ ●１－４ ○５－４ ●２－４ － ○３－０ ○２－０ ９

ﾊﾟﾙﾃｽｰﾙ ●１－４ ●４－５ △６－６ － － △１－１ ２

さむらい ●０－７ ○４－２ △６－６ － － △１－１ ５

ﾔﾝｷｰｽ － － － － － ●０－６ ０

URAGANO － ●０－３ － － － △２－２ ６

ｶﾒﾗｰﾄ － ●０－２ △１－１ △１－１ ○６－０ △２－２ ０

CIELO 新検見川 ﾜｲﾙﾄﾞﾏｼﾞｮｰﾗ USSC 夜の盗賊団 DENKA 勝ち点

CIELO － ●０－２ ●０ー２ ●１－３ － ０

新検見川 － － ●０－２ ●２－４ ●１－３ ０

ﾜｲﾙﾄﾞﾏｼﾞｮｰﾗ ○２－０ － ○７－０ － ●０－２ ６

USSC ○２－０ ○２－０ ●０－７ ●１－７ － ６

夜の盗賊団 ○３－１ ○４－２ － ○７－１ ●１－４ ９

DENKA － ○３－１ ○２－０ － ○４－１ ９

BDU ﾌｨﾗｼﾃﾞｰﾄﾞ FC CROWS ﾔｶﾗﾝ ｱﾍﾞﾆｰﾀﾞ HELLCATS 勝ち点

BDU ●０－１ － ○６－０ － ●１－４ ３

ﾌｨﾗｼﾃﾞｰﾄﾞ ○１－０ － ○６－１ △２－２ － ７

FC CROWS － － ○６－０ － ●０－４ ３

ﾔｶﾗﾝ ●０－６ ●１－６ ●０－６ ●０－６ ●０－６ ０

ｱﾍﾞﾆｰﾀﾞ － △２－２ － ○６－０ － ４

HELLCATS ○４－１ － ○４－０ ○６－０ － ９



前号に引き続き高校バドミントン部の紹介です。

県内の高校バドミントン強豪と言えばバドミント

ン関係者以外でもご存じの敬愛学園。

千葉公園体育館で開催の第４８回千葉県スポー

ツ祭典・バドミントン大会に参加しました。

大会終了後のインタビューです。

① クラブ（チーム）名 敬愛学園高校

② 代表者 徳山博己

③ 連絡先 千葉敬愛学園高校バドミントン部

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）

私たちは水曜日以外の毎日練習に励んでいます。

男子８人、女子１０人の計１８人で活動していま

す。

多くのＯＢ、ＯＧの方々が練習に参加して下さ

りご指導いただいています。植竹先生。香取先生

の指導のもと、大会での上位入賞を目標に日々頑

張っています。

（男子ダブルス １部 準決勝 相手は？）

（大会運営にも関わって下さいました。）

⑤ クラブのアッピール（１２年度の抱負等）

新人戦の県大会で優勝することです。後はチー

ム一人一人が意識を高く持ってよりよいチームを

つくることです。また、２年生は残り時間がわず

かしかないので一日一日を無駄にせず努力して行

きたいです。

クラブ紹介

敬愛学園バドミントン部
千葉県バドミントン協議会（準）

冬季バドミントン大会要項
期 日 ２０１２年１２月２２日（土）

協 賛 ピークスポーツ

会 場 習志野市袖ヶ浦体育館

種 目 男子・女子団体戦（４～８名）

男子ダブルス×３

女子ダブルス×３

最低２試合保障

参加資格 特になし（県外からも可）

定 数 ４０チーム（予定）先着順

参加費 １チーム ８０００円

中・高校生 ７０００円

表 彰 ３位まで（予定）

申 込 １１月５日（月）～１２月１日（土）

申込先 新日本スポーツ連盟千葉県連盟

送金先 郵便又は千葉銀行にて振込



１１月 ３日（休）祭典・野球トーナメント戦

１１月 ４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

１２月 ２日（日）サッカー協・年間リーグ戦

１２月 ９日（日）祭典・空手大会

卓球混合ﾀﾞﾌﾞﾙｽ大会(船橋)

鈴木杯テニス大会

サッカー協・年間リーグ戦

１２月１６日（日）検見川クロスカントリー大会

鈴木杯テニス大会

サッカー協・年間リーグ戦

１２月２３日（土）冬季バドミントン大会

１２月２４日（休）鈴木杯テニス大会・シニア

テニス大会

１０・１１月行事予定

第３６回全国選抜軟式野球大会千葉県大会・途中経過




