
恒例のチーム対抗シニアテニス大会（団体戦）

は、昨年の１２月２４日（月・休）千葉県総合ス

ポーツセンター庭球場において開催されました。

年末の押し迫った時期の大会とあってあまり集

まらないのではないかと危惧されましたが、男子

７チーム、女子３チーム合計１０チーム、５６名

の愛好者が集まりました。冨田副会長の“年末に

なっても家に居られない人がこんなに沢山いると

は驚きました”との挨拶に爆笑。好天にも恵まれ

老人パワー『若さ』溢れる大会となりました。

（総勢５６名が一同に会しました）

試合は６ゲーム先取、ノーアド方式、男子が３

～４チームリーグ戦の後、順位決勝戦、女子は３

チームでのリーグ戦を行いました。

参加者からは「沢山試合が出来て良かったです。」

との満足した声が聞かれましたが、中には「もう

疲れましたよ。」との声も。

試合結果は以下の通りでした。

男 子

総合優勝 スマートテニスＢ

（芦塚・小林・藤田・鞘脇・井上・木本）

準優勝 チーム春木

第三位 ｎｎｐ

第四位 チームラリー

（スマートテニスＢの皆さん）

女 子

優 勝 サンライズ

（冨田・菊池・柳澤・細江・森田・佐藤）

準優勝 カーネーション

第三位 ドライフラワー

（サンライズの皆さん）
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優 勝
スマートテニスＢ（男子） サンライズ（女子）
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昨年の１２月２２日（土）習志野市袖ヶ浦体育

館で冬季バドミントン大会が開催されました。

会場の使用時間が１７時までとの制約のため先

着の４０チーム（男子２４チーム、女子１６チー

ム）で男女別団体戦を行いました。

近年バドミントンのホームページ「バドネット」

に掲載しているため県外からの参加チームも増え、

今回も東京から４チーム、神奈川から５チーム、

埼玉と茨城からそれぞれ１チーム参加しました。

試合結果は以下の通りでした。

男子団体戦・１部

優 勝 ａｇａｉｎ（習志野市）

（花岡・池田・青沼・齋藤・田中・林）

準優勝 ＷＡＬＬＳ（市川市）

第三位 高津クラブ（八千代市）

男子団体戦・２部

優 勝 ひでろう（君津市）

（平野・加藤・浅岡・大野）

準優勝 Ｒａｃｋｅｔ，ｓ（東金市）

第三位 てぃわら会（神奈川）・ECHIGO屋BC（藤沢市）

男子団体戦・３部

優 勝 風林火山（越谷市）

（近江・佐藤・篠田・飯島（紀）・山岡・飯島（和） 長澤）

準優勝 森の小屋クラブ（横浜市）三位なし

１部準優勝

ＷＡＬＬＳ

３部優勝

風林火山

女子団体戦・１部

優 勝 ａｇａｉｎ（習志野市）

（鈴木・吉永・松田・伊藤・宮澤）

準優勝 高津クラブ（八千代市）

第三位 チームこまつな（江戸川区）

女子団体戦・２部

優 勝 ぽにょ組（習志野市）

（鈴木・大橋・田中・村田・矢畑）

準優勝 Ｓｈｏｔ０４（ぞうさん）（習志野市）

三位なし

女子団体戦・３部

優 勝 ラスカルス（緑区）

（鈴木・滝・吉田・宮入・石井・榎本）

準優勝 Ｓｈｏｔ０４（りすさん）（習志野市）

第三位 バドレク瑞穂（八千代市）

２部優勝

ぽにょ組

４０チームが熱戦（男女団体戦）
習志野市立袖ヶ浦体育館にて冬季バドミントン大会を開催

他県のチームとやれて楽しかったです。

開会式があればもっと良かったです。次回も

参加させてください！

（Ｄｒａｇｏｎｆｌｙ）

みんなで楽しくバドミントンが出来ました。

バドミントンを通して交流が深まりました。

（ａｇａｉｎ）



１年ぶり卓球協議会からの紹介です。

数年前から協議会に加盟。千葉のポートアリーナ

で開催している全国大会予選会に必ず出場してい

るクラブです。

「デフ・スター」昨年の１１月、第２９回全国

スポーツ祭典卓球大会・一般の部に千葉県を代表

して出場しました。会場の青森・マエダアリーナ

でお聞きしました。

① クラブ（チーム）名 Ｄｅａｆ、Ｓｔａｒ

② 代表者 鈴木 真由美

③ 連絡先 千葉市若葉区

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）

｢Ｄｅａｆ｣とは聴覚障害者の事です。｢Ｓｔａ

ｒ｣とは星の事ですが、聴覚障害を持つ彼ら・彼

女らを、より一層光るようにする存在という意味

で｢Ｄｅａｆ、Ｓｔａｒ｣ と名付けました。

平成２２年４月に発足。今年で３年目になります。

卓球を通して、健康の保持と会員相互の交流と親

睦を図り、技術の向上と各種大会を目指していま

す。

（一昨年の全国大会にも出場。飛騨高山にて）

練習日程は毎週土曜日１３時～１７時、千葉中

央コミュニティセンターにてストレッチ・基礎練

習を中心に２時間位、その後課題練習、ゲーム形

式の練習を行っています。

⑤ クラブのアッピール（１３年度の抱負等）

聴覚障害者を中心に結成された卓球メンバーは、

２０代～５０代まで幅広い年齢層で構成された平

均年齢３０代のチームです。

その内、デフリンピック大会、世界ろうあ大会代

表経験者が７名います。

今までの経験を重ねて、｢結果を出す｣ことを強

く意識して１年やって参りたいと思います。

（昨年全国大会出場メンバー。青森にて）

⑥ その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待すること等）

大会関連など、色々な情報をご提供頂けると有

り難いと思います。今後ともどうぞ宜しくお願い

致します。

手前の２名

（一昨年・飛

騨高山にて）

今西・小浜組

（昨年・青森

にて）

クラブ紹介

Ｄｅａｆ、Ｓｔａｒ
千葉県卓球協議会

２年続けて千葉県を代表して全国大会に出

場するなどとても強いチームです。いつもニ

コニコ明るいチーム。昨年までＤｅａｆとＳ

ｔａｒの間に☆も付けていました。

小浜京子さん（５人の集合写真では一番右、

上のダブルスの写真では左）は昨年の世界ろ

うあ大会で見事優勝、マスコミでも広く報道

されました。



昨年１２月１５日から１６日まで岡山県の桃太

郎アリーナで開催された第２９回全国スポーツ祭

典卓球大会に役員及び選手として参加しました。

一般の部と違って年代別の部は参加者がとても

多く、団体戦で約３００チーム、個人戦で８２０

人でした。また千葉からは１２チーム、５４名の

参加でした。

会場は多くの選手を受け入れるためメーンアリー

ナに６４台、サブアリーナに１２台、合計７６台

が用意されていました。

１５日は団体戦が行われ、私は新潟、宮城の役

員と記録係として大会運営に携わりました。

個人戦は１６日に開催。選手として男子７０代Ｌ

（７０才～７４才）の部に出場しました。

千葉からは私の他に八街・タウンズエイトの野

本 翠さんが参加していました。

岡山・桃太郎アリーナ（昨年の全国選手権大会)

７０Ｌには全部で４２名が出場、３名ずつ１４ブ

ロックに分かれてリーグ戦を行いました。

私は１２ブロックで兵庫・赤とんぼの青木 護

さん、福岡・野中義晴さんと対戦しブロック１位

で決勝トーナメントに進出することができました。

決勝トーナメントの１回戦は神奈川・長つづき

しましょう会の柳 輝男さんと対戦、３対０で勝

ちました。続いて２回戦では第二シードの兵庫・

小浜クラブの小浜豊喜さんを破った地元岡山の西

崎勝佑さんと対戦、後半追い上げたものの最後の

ところで打ち勝てず２対３で負けてしまい、残念

ながらベスト４（来年のシード権がもらえる）に

入れませんでした。

私はこの年代では一番若いので、何とかなるか

と言う気持ちで参加しましたがさすが全国大会。

会場の雰囲気、応援等で普段の試合が出来ず苦労

しました。もっとしっかり練習して次回大会に挑

戦したいと思っています。

（常任理事会での竹村さん 左から２番目）

１月２３日（水）に第９回常任理事会が開催さ

れました。年末・年始をはさんで約２ヶ月ぶりの

会議とあって多方面から連盟活動についての報告

がありました。

サッカーでは協議会の年間リーグ戦が旺盛に活

動していること、バドミントン大会では定数を超

える申込があったこと、テニスではシニア大会に

多くの愛好者が集まったこと等がだされました。

討論では３月１６日に開催される第４１回定期

総会に向けての招集文、代議員数の確認。総会議

案書作成にあたり改善点について話し合われまし

た。議案書について今まで一人で起草していたも

のを今回は複数で起草することになりました。

また３月１７日、投票の県知事選にあたり、立

候補者の方々に質問し、回答を「ＳｐｏｒｔｓＮ

ｅｔちば」に掲載してはどうかとの提案があり、

質問項目を検討することになりました。

具体的には２月の常任理事会で決定しますが、

①千葉県のスポーツ予算について、②スポーツ基

本法の具体化について、③子どもを取り巻く環境

についてを考えています。

【候補者にお聞きしたい点がありましたら連盟ま

でご連絡頂ければ幸いです】

その他、スキー祭典について今年参加が少ない

ことから次年度の取り組みと課題について、ひろ

ば誌の集金のあり方について、千葉県と千葉市の

施設調整会議出席者について確認をしました。

全国スポーツ祭典卓球大会に参加して

千葉県連盟 常任理事 竹村 昭

第９回常任理事会 報告



千葉ランニングクラブが主管する第１１回青葉の森リレーマラソンは下記の様な内容で行われます。

期 日 ２０１３年５月２６日（日）雨天決行

会 場 千葉県立青葉の森公園 千葉市中央区青葉町654 TEL043-208-1500

主 催 新日本スポーツ連盟千葉県連盟

主 管 千葉ランニングクラブ

後 援 千葉県教育委員会 全国ランニングセンター

募 集 ２４０チーム

参加資格 独力で１周約２キロを完走できる男女４名～１０名

のチーム。大会前に医師の診断を受け、レース出場

に支障がないことをご確認ください。

受 付 午前８時４５分～午前９時１５分 千葉県立青葉の

森公園内 さくら山

開 会 式 午前９時３０分 さくら山広場（

スタート 午前１０時００分 おはなみ広場前・陸上競技場前近く （昨年優勝 ＪＲ東日本千葉）

ﾌｨﾆｯｼｭ さくら山広場・時計台前

参 加 料 大人１人 ２０００円 中学生１人 ８００円 小学生１人 ５００円

(スポーツ傷害保険を含みます。)

部 門 小学生部門（全員が小学生チーム） 中学生部門（全員が中学生チーム）

高校生部門（ 全員が高校生チーム） 女性部門（年齢を問わず全員女子のチーム）

男女混合部門（ 女性２人以上のチーム） 職場部門 全員が同一職場のチーム

ファミリー部門 全員が親子又は親戚・ご近所 熟年部門 全員が６０歳以上

クラブ部門 上記の部門に入らないチーム

表 彰 総 合 １～６位 部門賞 １～６位（総合入賞チームを除く）

ピタリ賞 １～６位（申告タイムと完走タイムとの差。総合及び部門入賞チームを除く。後日記録集

と共に郵送）完走したチームには記録証（氏名入り・人数分）と記録集を後日送付します。

大会ルール

競技方法①１チーム４人以上１０人以内で４２．１９５キロ、タスキをリレーして完走する。

１周１.９８キロのコース。計２１周（ただし第１周目2.375ｋｍ 第２１周目2.2キロ）

走る順序や何周走るかは自由。

②レースはタスキのリレーによって進みます。１人が１周以上走って次の走者にリレーしま

す。１人で続けて何周走ってもかまいません。走る順序や回数は自由です。休んだ後、再

びタスキを受けることもできます。自分たちのタスキを用意して下

さい。アンカータスキが赤のため赤色は避けて下さい。タスキリレー

は決められたリレーゾーンのみ可能です。コース途中で交替するこ

とはできません。

③各チームに周回記録用紙をお渡しします。１周目から２０周目まで

のランナーの名前と各周回タイムを記録し、最終周の走者がスタート（昨年準優勝 韋駄天）

したらすぐ本部テントにお持ちください。２１周目の走者は自分たちのタスキの他に受付

で預かった赤のアンカータスキも付けて走ってください。終了後回収します。

制限時間 ４時間 この時間までにフィニッシュしたチームを正式な完走と認めます。

（４時間を越えたチームには運営上途中でも中止していただく場合があります。）

千葉・青葉の森リレーマラソンの概要



昨年１２月１６日に検見川クロスカントリー大会が開催されました。（前号で紹介）

当日アナウンサーを勤めた園川副理事長のレポート（スポーツのひろば誌でも掲載）を紹介します。

２月 ３日（日）サッカー協議会 年間リーグ

２月 ９日～１１日 スキー祭典 志賀高原

２月１０日（日）サッカー協議会 年間リーグ

２月１１日（月）第５回なのはなテニス大会

加盟杯卓球大会

２月１７日（日）サッカー協議会 年間リーグ

２月２３日（土）第５回なのはなテニス大会

３月 ３日（日）サッカー協議会 年間リーグ

３月 ８日（金）スリーダブルス卓球大会

３月 ９日（土）第５回なのはなテニス大会

３月１０日（日）野球協議会 リーグ戦開幕

サッカー協議会 年間リーグ

３月１７日（日）野球協議会 リーグ戦

第５回なのはなテニス大会

サッカー協議会 年間リーグ

３月２０日（休）野球協議会 リーグ戦

３月２３日（土）第５回なのはなテニス大会

３月２４日（日）野球協議会 リーグ戦

関東交流サッカー大会（青葉）

３月３０日（土）春季バドミントン大会

３月３１日（日）サッカー協議会 年間リーグ

２・３月行事予定

前日の雨の影響が若干懸念されましたが、当日は朝からピーカンの好天気に恵まれました。会

場には午前7時をまわるころから選手の姿が見え始め、受付終了の午8時ころにはほぼ全選手がエ

ントリーを済ませました。ただ、募集期間が今年は短かったせいか、エントリー総数は昨年（20

11年）と比較すると約100名近くの減少でした。昨今のランニングブームからすればもう少し上

乗せがあるのではという思惑をあり、来年は早めの募集を心がけなくては・・・

さて、レースはここ数年好記録を連発している上田 藍選手（2012年ロンドンオリンピック。

トライアスロン競技の日本代表）の参加もあり、いやが上でも盛り上がりました。10時ちょうど

の5㎞の部に約200名、10分後に「スタートする10kmの部に約300名。それぞれスタートは申告タ

イム順にきちんと整列。スターターの号砲一発。スタート後に躓く選手もいなくてきれいなスター

トでレース開始。

アップダウンのあるレース。そしてレース進行とともに気温も上昇。1周めで早くも額に汗を

したたらせて走る選手たち。おかげで給水所も大いに繁盛！ 5㎞の部では高校生・中学生の選

手の躍動する走りが韻書的でした。また、多少メタボに近づきつつある体型を気にしながら走る

中高年の選手あり、終始マイペースでの選手あり、という本大会ならではの雰囲気が感じられま

した。

10㎞男子の部では終始トップを引っ張つていた佐川 明宏選手が最後までトップの座を譲らず

そのままフィニッシュ。女子ではもちろん上田 藍選手の牙城揺るがずトップでのフィニッシュ。

フィニシュ後のスピーディな記録発表、表彰とスムーズな運襟もあり、参加者・主催者一同満足

な大会でした。本レースは都心からも近く、クロカンレースが楽しめる稀有な場所です。来年は

反省としてあがりましたとおり、早めの募集を図り継続的に開催していくことを改めて確認した

いと思います。

（クロカンレースのMCを務めていますが、なるべく楽しいレースとなるよう毎回工夫してしゃっ

べっていますが、脱線も時々ありますのでその節はご容赦ください）


