
１１月１１日（日）千葉市高浜庭球場にて鈴木

杯テニス大会の女子ダブルスが開催されました。

例年、翌年の１月に開催していた大会ですが、今

年は早めに会場が確保出来たため実施しました。

大会には１７組が出場。３～５組のリーグ戦の

後、順位トーナメント戦が行われました。

心配された天候でしたが午前中は晴れ間も見られ

和やかな中にも熱戦が繰り広げられました。

結果はラ・フェット、林 りえさんとフリー、

小野礼子さんの若手ペアが優勝しました。

鈴木杯は女子ダブルスに続いて１１月２４日

（土）に男子ダブルス、続いて２５日（日）に混

合ダブルス、そして１２月９日に男女シングルス

が行われました。

女子ダブルスの結果は以下の通りです。

１位トーナメント

優 勝 林 りえ・小野礼子組 （ラ・フェット・フリー）

準優勝 植田麻衣子・土岐ひとみ組（チェリー・フリー）

第三位 早川智美・片山裕子組（フレームショット・フリー）

第四位 実広教子・三羽紀代美組 （フレームショット・Ｔ．ＡＳＫＡ）

（優勝 林 りえ・小野礼子組）

２位トーナメント

第一位 井澤千加子・板倉美知代組（フリー・フリー）

第二位 高品由佳・鶴見直美組（ＳＤＴＣ・フリー）

３位トーナメント

第一位 大野早希・小谷香織組（フリー・BLACK SOCkS)

第二位 大西伸子・清水陽子組（チェリー・チェリー）

１１月２５日に行われた混合ダブルスには３１

ペアが参加しました。 結果です

１位トーナメント

優 勝 佐田三佳子・佐田正樹組（グッピーズ・グッピーズ）

準優勝 黒川結夏・横山慶太組（ラ・フェット ラ・フェット）

第三位 石川宏美・小柳伸作組 （フリー フリー）

第四位 渕上剣太郎・中村香織組（フリー フリー）

２位トーナメント

第一位 佐藤律子・堀切昌博組 （フリー フリー）

第二位 小野 大・ 小野礼子組 （フリー フリー）

３位トーナメント

第一位 大西伸子・植田佳樹組 （チェリー・チェリー）

第二位 島田久美子・山極康宏 （フリー・ＭＯＭＯ太郎）
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女子ダブルス優勝
林 りえ・小野礼子組

鈴木杯テニス大会 順調に展開 千葉県テニス協議会



第３６回大会は９月１７日開幕し、１１月２５

日天台球場で準決勝・決勝戦を行い無事終了しま

した。今年も雨のためにグランドコンデションが

十分でない日や順延もあり、ご迷惑をおかけしま

したが無事終了することができました。

今大会は、４３チームがエントーリしましたが、

キャプテン会議に３チームが欠席し４０チームで

優勝を争う大会になりました。リーグ参加チーム

２８チーム、オープン参加１２チームでした。前

年度ベスト４チームをシードしリーグ戦チームど

うしの１回戦対戦をはずなど組合せに工夫を今回

もしました。４部チームが１部チームを特別ゲー

ムに追い込むなどﾄｰﾈﾒﾝﾄ大会のおもしろみもあり

ました。３９試合の内、特別ゲームが５試合あり、

その一つで前年度優勝チーム（全国大会優勝）の

セブンスターズが３回戦で敗退する波乱もありま

した。千葉県大会の水準の高さを示す結果とも言

えます。一部波乱もありましたが常連の強豪チー

ムが順調に勝ち上がりました。別紙のとおり、栄

町クラブＺが昨年の雪辱を果たし２年ぶり８回目

の栄冠に輝きました。

ベスト４にはシードのセブンスターズを破った

コーナーズが２４回大会以来勝ち上がりました。

オープン参加の千城台ヤンキース、リーグ戦参加

チームから１部の栄町クラブＺ、福井電機が準決

勝に駒を進めました。

準決勝第１試合はコーナーズと栄町クラブＺが

対戦。１回表先攻のコーナーズが１番ヒット、２

番の犠打を捕手が２塁悪送球し、３番が犠打で一

死２・３塁とし４番は三振に倒れましたが５番が

センターオーバーの２塁打で２点先取しました。

その裏、栄町クラブＺは２・３・４番の連続ヒッ

ト１点返し、ＷＰもあり同点としました。２回裏、

栄町クラブＺは先頭打者が死球で出塁し犠打を投

手が２塁へ悪送球し無死１・２塁とし、１番打者

のライト前ヒットで２塁走者が本塁をつくも好返

球で憤死。その後、盗塁で１死３塁とし２番打者

とのラン＆ヒットで１点勝ち越しました。その後

は両投手が立ち直りそのまま栄町クラブＺが押し

切りました。第２試合は両チームともチャンスを

ものにできないまま５回の裏、福井電機が１死後、

１番打者がエラーで出塁し２番打者の２塁打で２・

３塁とし３番は投頃に終わりチャンスが潰えたよ

うに思えた中、３打席目の４番のレフト線２塁打

で２点を先取し先発が踏ん張り４安打完封勝利し

ました。

決勝戦は福井電機と栄町クラブＺの対戦となり

ました。４回裏栄町クラブＺは２番が４球で出塁

し犠打処理を投手が悪送球し、続く４番のショー

トフライもエラーとなり５番打者に死球で１点先

取。６番のショートゴロで１点追加。７番のセカ

ンドゴロで２アウト２・３塁とし、８番のサード

ゴロ内野安打の隙に２塁走者の好走塁で２点を追

加し４点をあげ、続く５回にも１点追加し試合を

決定づけました。福井電機は継投の両投手に２塁

も踏めず完敗し、５年連続決勝で涙をのみました。

（優勝 栄町クラブＺの皆さん）

（準優勝 福井電機の皆さん）

優 勝
栄町クラブＺ
第３６回全国選抜軟式野球大会・千葉県大会



久々に野球チームの紹介です。

１１月３日（休）千葉県総合スポーツセンター軟

式野球場でトーナメント戦を行っているとお聞き

し伺いました。

① チーム名 クリパレ

② 代表者 大塚武陽

③ 連絡先 千葉市園生町

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）

チームの名前はディズニーランドにあるクリス

タルパレスと言う名前に習いクリパレとつけまし

た。結成は今から３０年ほど前で歴史は古く、今

では結成当時の選手はいません。

登録人数は２１名ですが、試合の時は１０名前

後が集まります。中学や高校で野球をやったこと

のある人が次々と集まって今のメンバーを編成し

ています。年齢層は１８歳から５０歳代まで多様

です。平均年齢は３０代と言うところでしょうか。

（試合後 ベンチ裏に集まって貰いました）

スポーツ連盟のリーグのみに加盟しており他の

リーグには加盟していません。そこでスポーツ連

盟の試合のないときは知り合いのチームと合同練

習を行っています。

チームの特徴はみんな仲良くワイワイ楽しむこ

とをモットーとしています。

⑤ クラブのアッピール（１３年度の抱負など）

今年は２部で６勝２敗２分、勝ち点２０で来年

度は１部に昇格できるのではないかと思いますの

で頑張りたいと思います。

（投手は山崎さん 捕手は荒井さん）

⑥ その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待することなど）

春夏のリーグ戦は１０回試合が出来て有り難い

です。秋のトーナメント戦も気が抜けません。

午後からの試合の日で雨天の場合、試合が出来

るのかどうか分からない時が悩みます。何か良い

方法はないものでしょうか。

（バッターは野村さん 主審・三上審判部長）

クラブ紹介
クリパレ

千葉県野球協議会

この日はトーナメント戦３回戦で勤医協との

対戦でした。６対２で勝ちました。勤医協と

は同じリーグ戦２部でも対戦していますが

そこでも勝っており相性は悪くないようでし

た。４回戦はコーナーズとの対戦でしたが残

念ながら敗れ、準決勝には進出出来ませんで

した。来年のトーナメント戦に期待しましょ

う。 （金子泰夫）

第４６回全国軟式野球大会は１１月１０日～１１

日大阪の南港中央公園野球場等で開催され千葉か

らは栄町クラブＺが出場、２回戦まで進出するこ

とが出来ました。



１１月２４日～１５日、青森県マエダアリーナ

で第２９回全国スポーツ祭典卓球大会・一般の部

が開催されました。

（広い体育館に４２台を使用しての運営でした）

千葉県からは男子に全国推薦のＴＲＦ（Ａ）を

含め４チーム。女子に３チームが出場しました。

個人戦は男子に全国推薦の大塚裕貴選手を含め

７名、女子６名が出場しました。

男子団体戦では千葉から初出場のＷＲＭと昨年

優勝のＴＲＦ（Ａ）が決勝戦で対戦すると言う素

晴らしい展開となりました。

結果は実力のある選手の揃ったＷＲＭが連覇を

狙うＴＲＦ（Ａ）を３－０で見事初優勝を飾りま

した。

（準優勝のＴＲＦ（Ａ）の皆さん）

女子団体戦は楠原憧子選手を擁する赤翔馬が予

選リーグを突破トーナメント戦に進出しましたが、

東京の飛鳥クラブ（全国優勝チーム）に敗れベス

ト４を逃しました。

なお千葉から女子団体戦に出場したDeaf☆Star

には身障者世界大会で優勝した小浜京子選手が

エントリーをしていました。

（赤翔馬の皆さん 中央が楠原さん）

個人戦は決勝戦で大塚裕貴選手（ＴＲＦ）が昨

年優勝の三田村宗明選手（東京・卓楓会）に３－

１で勝利し雪辱を果たしました。

女子は楠原選手が宮崎・仙秋クラブの遠藤柊子

選手を果敢な攻めを見せ初勝利を飾りました。

今回も千葉県からの選手団の大活躍が見られた

大会でした。 年代別の部は１２月１５日～１６

日に岡山・桃太郎アリーナにて開催されます。

全国祭典テニス大会は１１月１０日～１１日

岐阜県長良川テニスプラザで開催されました。

１９都道府県から、１８０名がエントリー、１

０日（土）は快晴となり、絶好のテニス日和、一

部ナイターとなりましたが、無事１日目が終了し

ました。

２日目は生憎の雨天、コンソレが中止になりま

したが、屋内会場を利用して、全試合を実施する

ことが出来ました。

千葉県の成績は壮年女子ダブルスに石橋・和田

組が優勝。男子シングルスは秋山 陽選手が優勝

しました。混合ダブルスの大野・山下組は残念な

がら２回戦で敗退、男子ダブルスの市川・神組と

女子シングルスの鈴木沙央里選手は共に１回戦敗

退でした。来年に期待したいと思います

（千葉県テニス協議会運営委員長 渡辺伸明）

ＷＲＭ 初優勝
（一般男子団体戦）

全国スポーツ祭典卓球大会報告

全国テニス大会で優勝！
石橋・和田組（壮年女子ダブルス）

秋山 陽 （男子シングルス）

全国スポーツ祭典テニス大会報告



先日のNHKの「試してガッテン」でスポーツマ

ンとして興味ある番組を放映していた。

「リズムで脳を刺激せよ」と。

ハンマー投げの室伏選手が、大きな声で叫びなが

ら投てきしている姿を見てきた。あんなに声を出

しては力が抜けてしまうのではないかと心配して

いた。少し大げさすぎるのではないか。

卓球の試合会場で大きな声をだしながらプレー

をする人がいる。私もマナー違反かもしれないが、

つい大声をあげながらプレーをしてしまう。

この番組を見て、実は運動中の声には大切な意

味があることを発見した。

大きな声を出すことによって「耳から小脳へ」直

接情報を伝えることができるというのである。通

常だと耳から大脳を経由して小脳へ伝わり、各組

織に伝わる。大脳を経由すると「遠くに飛ばした

い」「あの人に勝ちたい」などの邪念が入ってし

まい、無駄な力が入ったり、フォームに乱れが生

じたりする。いわゆる無心の境地でプレーするこ

とができるようになるというのだ。「耳から小脳

へ」「小脳をリズムで動かす」ということが大切

であると。

ゴルフでは「スー（上にスイング）ガアアー

（ダウンスイング）」と大きな声を出しながらス

イングすることによって飛距離をのばすことがで

きる。

跳び箱が跳べない子は「タッタッタッタ トッ

ヒュッ」と言って跳ぶ。ちなみにSの音は素早い

動きの時に使う。ガアの音は力を一気に出すとき

に使う。それぞれ運動に合った音が必要であると

のことだ。長嶋監督は音を使ってバットを振るア

ドバイスの名人だったそうだ。卓球でも「トトン」

のリズムでフリックをしていくなどのアドバイス

がある。私はドライブが苦手なので音でドライブ

をかけていく工夫をしたいと考えている。

私は新日本スポーツ連盟機関誌「スポーツのひ

ろば」の愛読者である。そこには必ず、全てのス

ポーツにつながる論文が掲載されているからであ

る。

『どんなときに筋肉痛になるのか』『コーディネー

ショントレーニング（どうしてあの選手はできて

この選手はできないのか）』『スポーツ選手なら

知っておきたい「みる」のこと（遠山の目付け）』

などなど。たくさんのスポーツ選手が「スポーツ

のひろば」を購読することを期待している。

※千葉県連盟の理事及び常任理事の方々にはＳ

ｐｏｒｔｓＮｅｔちばに寄稿をお願いしています。

（前回は園川副理事長でした）

１１月２４日（土）千葉稲毛区・穴川コミュニ

ティセンターにて第２回目の運営委員会が開かれ

ました。

今年協議会に加盟している１８クラブ中１４ク

ラブの代表が出席。宮城県で開催されてた全国祭

典の報告、来年度の施設利用について市原市教育

委員会・スポーツ振興課との交渉の結果報告、

秋から行われている年間リーグの運営上の問題点、

今後の予定等について話し合いが行われました。

【会議はＦＣリベルタの柏谷さん（窓側右２人目）の司会で進行】

討論では試合中の審判のあり方について各チー

ムから問題点が多く出されました。

特に審判（主審）への抗議が少なくない事、審

判員としての自覚の不十分さや審判員の力量不足

もあるのではないか等が出されました。またチー

ムに登録していない選手が出場する場合の対応に

ついても課題を残している事等も出されました。

今回の会議ではどのチームからも発言が相次ぎ

ました。自分たちで運営しようと言う意欲の感じ

られる会議となりました。

また、会議に先立ち園川連盟副理事長が挨拶に立

ち、政治にも関心を持ち、衆議院選挙で自分の一

票を大切に行使して欲しいとの訴えもありました。

第２回運営委員会報告
千葉県サッカー協議会

「リズムで脳を刺激せよ」
卓球協議会 日野正生

（千葉県連盟事務局次長）



１２月 ２日（日）サッカー協議会年間リーグ

１２月 ９日（日）祭典・空手大会

サッカー協議会年間リーグ

混合ダブルス卓球大会（船橋）

鈴木杯テニス大会

１２月１６日（日）検見川クロスカントリー大会

サッカー協議会年間リーグ

クラブ対抗テニス大会

１２月２２日（土）冬季バドミントン大会

１２月２４日（休）シニアテニス大会・団体戦

１月 ５日（日）新春チーム対抗テニス大会

１月 ６日（日）サッカー協議会年間リーグ

１月１３日（日）サッカー協議会年間リーグ

１月２０日（日）サッカー協議会年間リーグ

１月２７日（日）サッカー協議会年間リーグ

全国ミックスバレーボール大会１２月１・２日

全国バドミントン大会１２月８・９日 静岡

全国祭典卓球大会 １２月１５・１６日 岡山

全国理事会 １２月８～９日 東京・池袋

１２・１月行事予定

第３６回全国選抜軟式野球大会千葉県大会 結果


