
４月２０日（土）千葉県総合スポーツセンター

及び４月２７日（土）～２８日（日）千葉市・花

島体育館において恒例の“春のバレーボールフェ

スティバル”が開催されました。

今年は男子１４チーム、女子６チームが参加。

男女ともフルセットありジュースありと、バレー

ボールシーズンの到来に相応しい熱戦が繰り広げ

られました。

結果は以下の通りでした。

男子決勝トーナメント

準決勝戦

健友会 ２（25-23 25-24）０ SHONAN.C

ＮＵＤＥ ２（25-21 25-21）０ 清球会

決勝戦

ＮＵＤＥ ２（25-20 25-20）０ 健友会

優勝 ＮＵＤＥ 準優勝 健友会

女子決勝トーナメント

準決勝戦

ANKOISM ２（25-18 25-22）０ 健友会

KAKALOTTO ２（25-14 22-25 15-13）１After

決勝戦

ANKOISM ２（22-25 25-21 15-12）１KAKALOTTO

優勝 ANKOISM 準優勝 KAKALOTTO

この結果 男子ＮＵＤＥ 健友会 SHONAN.C

清球会と女子ANKOISM KAKALOTTO 健友会は７月

２７日（土）千葉・東金アリーナで開催される関

東ブロック大会への出場が決まりました。

近年千葉県代表は昨秋の全国大会でＮＵＤＥが

男女アベック優勝をするなど、全国レベルで好成

績を収めており関東ブロック大会でも好結果が期

待されます。本大会を機に新日本スポーツ連盟の

活動の和が広がる事を願うとともに、大会開催に

尽力された多くの方に感謝いたします。

（バレーボール協議会会長 石原史貴）

関東ブロック大会出場チーム（女子のみ）

ANKOISM

の皆さん

KAKALOTTO

の皆さん

健友会

の皆さん
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春 バレーボールシーズン到来の中

優勝ＮＵＤＥ（男子）ＡＮＫＯＩＳＭ（女子）
春のバレーボールフェスティバル開催



４月１２日（日）千葉県卓球協議会は千葉・ポー

トアリーナにて春季卓球大会を開催しました。

千葉公園体育館では参加者を収容することが出

来なくなり千葉・ポートアリーナで開催するよう

になって今年で６年目。昨年は４月上旬で花見シー

ズンと重なり参加がやや少なかったのですが、今

年は日曜日とあって、男子４５チーム、女子９８

チームが集まりました。試合方法は４チームによ

るリーグ戦の後、順位トーナメントを行いました。

全国大会などに繫がる大会ではないため、どの

試合も和やかな雰囲気ながら夕方の６時過ぎまで

熱戦が繰り広げられました。

結果は以下の通りでした。

男子
１位トーナメント

第１位 木更津クラブ（小林・平野・藤本・礒部）

第２位 ＪＮＣ 第３位 みずきりだな

同 チームへなちょこ①

２位トーナメント

第１位 チームへなちょこ②（島倉・小峰・白幡）

３位トーナメント

第１位 入船クラブ①（花岡・松尾・林）

４位トーナメント

第１位 中央クラブ③（成田・佐野・後藤）

女子 Ａゾーン
１位トーナメント

第１位 木更津クラブ（鈴木・藤本・山田）

第２位 松戸さざんか 第３位 八街レディース

同 ウェル

２位トーナメント

第１位 青卓会①（堀・榎本・杉政）

３位トーナメント

第１位 ベルダム土気（城田・北野・大島）

４位トーナメント

第１位 入船クラブ（田中・平井・松屋）

女子 Ｂゾーン
１位トーナメント

第１位 卓習会・THINK（吉川・熱田・秋山）

第２位 大網クラブ 第３位 蘇我プラザ①

同 なのはな君津

２位トーナメント

第１位 青野クラブ（砂川・島田・関）

３位トーナメント

第１位 好卓会①（早瀬・波場・山田）

４位トーナメント

第１位 中央クラブ（石田・井上・尾川・柴中）

１４３チームが熱戦

ポートアリーナで春季大会を開催
千葉県卓球協議会

弱い我々のチームも楽しい一日を過ごさせ

て頂きありがとうございました。次回は１セッ

トでも多く取れるよう練習し、またお世話に

なりたいと思います。（卓初会）

予選リーグでは歯が立たず苦しみましたが、

トーナメントに入り、楽しく頑張ることが出

来ました。 （ベルダム土気）

新日本スポーツ連盟の試合が年々チーム数

が増え、活気が出ているように会場の雰囲気

から感じます。試合のレベルアップを感じな

がら優勝出来たので今後も頑張りたいと思い

ます。 （木更津クラブ）



久々にバドミントンクラブを紹介します。

３月２９日に行われた春季バドミントン大会に東

京から参加した大学生のクラブです。

①クラブ名 日大文理学部バドミントン部

②代表者 今井康平

③連絡先 神奈川県相模原市

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）

私たち日本大学文理学部は月・火・木・土の４

回練習をしています。

大学の連盟の大会や地域のオープン大会等にも

積極的に出場していて意識の高いサークルです。

今、私たち３年生で３６代目でＯＢ・ＯＧさん

とのつながりもすごくあります。昨年３５周年の

記念の大会を今の４年生、３５代目が企画して

行いました。なんと５代目のＯＢさんや７代目の

ＯＢさんまで来てくださいました。本当に歴史が

すごいサークルです。

（Ａチームの皆さん ２部で優勝！）

⑤クラブのアッピール

練習の仕方はしっかりしていて声出しなど、か

なりするので大学のサークルと言うより部活みた

いでわりと厳しいですが、それが私たちのサーク

ルの長所と言えると思います。人数は今、１年生

が入ってきて約５０人位です。

厳しいサークルですが、練習回数も多く、サー

クル部員の仲は先輩も後輩もすごく良いと思いま

す。

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）

３月は千葉の大会に出場させて頂き、ありがと

うございました。また機会があれば出場したいの

でよろしくお願いします。

春季大会

の様子

（千葉県

総合スポー

ツセンター）

ステージ

のコートも

使用し１２

面で運営

クラブ紹介
日本大学文理学部

バドミントン部
バドミントン協議会（準）

バドミントン大会
（男女団体戦）

期 日 ２０１３年６月２９日（土）

８時３０分受付開始

会 場 習志野市袖ヶ浦体育館

（習志野市袖ヶ浦5-1-1）TEL047-452-4380

種 目 男子・女子団体戦４名～８名）

１，２，３部ランク別

①男子団体戦 男子ダブルス×３

②女子団体戦 女子ダブルス×３

１つの対戦チームに対し２名の選手が２回

兼ねることも可

（１つの対戦チームに対し、第１～第３が同

じペアにならないように）

※ 最低２試合保障

※ 男女混合も可、ただし男子団体戦へ

の参加とします。

定 数 会場の都合により４０チームまで（予

定）とします。先着順

参加資格 特になし。

参加費 １チーム ８０００円



昨年に引き続き2回目を迎えた「ミックスバレー

ボール印西市大会（出前大会）」が、県内から3

チーム、東京・埼玉で活動している6チーム、合

計9チームの参加でGWの真っただ中の4月28日（日）

印西市松山下公園総合体育館（印西市浦部）で開

かれました。

（県連盟を代表して挨拶する 園川氏 中央）

会場となった同体育館は平成22年（2010年）3

月にオープンしたばかりのピッカピッカの施設。

難点は公共交通機関の便。自家用車が中心となる

ことから駐車場が少ないのが欠点といえば欠点で

すが、他の施設と比較しても意外と安い料金（2

時間／\5000／ただし市外者の

利用は倍額）、おまけに会場確

保も比較的スムーズということ

から恒常的にミックスバレーボー

ル大会を開催するのであればお

すすめの施設。昨年フリークラ

イミングのワールドカップ大会

が開かれるなど注目度は一番。

小生も学生時代（中高生のこ

ろなのでかなり古の部類になり

ますが）にバレーボールの選手

だったことから、ある程度ルールは知っていたの

ですが、ミックスバレー独特のルールにいささか

戸惑いました。いわく、男女構成は基本3：3、男

子1名は必ずメンバーに入っていなければならな

いこと（必然的に女子5名男子1名のチームもあり、

紅一点ならぬ黒一点のチームになることもありま

す）、男子の攻撃はバックアタックのみである

こと、オーバーネットやタッチネットのルール

も小生の時代とは様変わり、サーブファーストキャッ

チ（サーブレシーブをアンダーハンドで受けない

こと）のドリブルは取らない等々。男女混合なら

ではのルールは、交流を基本とするミックスバレー

ならではのもの。

さて、試合は9チームを三つのグループに分け

予選リーグ戦を各チーム2戦ずつ3セットマッチ闘

い、次いでそれぞれのグループで1位、2位、3位

のチームで順位決定リーグを行う形式で行われま

した。午前10時05分に3面同時に予選リーグ試合

開始。若手のチームも、ある程度年代の高いチー

ムも、お互いの健闘を称えあいながら、和気あい

あいの内に順調に試合を消化。しかし、あるチー

ムは2戦すべてフルセットを闘い、しまいには足

にきたのか奮戦むなしく若手の陣門に下りました。

予選リーグを終え、午後2時25分から順位決定

リーグ開始。午後6時半過ぎ

全日程終了。日本大学の学

生チーム：トリニーニョが

優勝、準優勝にはROUGE・A

チームが入りました。この2

チームが今年11月に開催さ

れる全国大会へと駒を進め

ることになります。

昨年6チームの参加で初め

て千葉県内で開催された大

会ですが、残念ながら千葉

県連盟ではミックスバレーボール協議会がいまだ

立ち上がっていないことから、出前大会の形式と

なりましたが、今回参加された千葉県内で活動し

ている3チームの皆さんを中心として早い時期に

協議会が立ち上がるよう連盟としても力を入れな

ければという思いを胸に家路につきました。

ミックスバレーボール
（出前大会）観戦記

副理事長 園川峰紀



４月２７日（土）千葉市・幕張コミュニティセ

ンターにおいて千葉県卓球協議会総会が開かれま

した。

総会には役員と各クラブ代表の２１名が参加。

２０１２年度の活動の総括及び２０１３年度活動

方針について話し合われました。

報告では２０１２年度、県内で７大会と茨城で

の出前大会を開催し、それぞれ盛況の内に成功し

たこと、全国スポーツ祭典の一般の部で優勝と準

優勝を果たし、レベルアップが図られた事等の

報告がありました。

（挨拶する北川全国卓球協議会運営委員長）

討論では地域によって県連盟及び卓球協議会へ

の分担金に違いのあることについて意見が多く出

されました。この件については、地域協議会の結

成時の実情や協議会を大きくするための対策もあっ

たことから今後運営委員会で十分に検討すること

になりました。総会では参加者全員から自己紹介

も含め活発な発言があり、充実した総会となりま

した。なお総会には全国卓球協議会運営委員長の

北川登氏が参加。連帯の挨拶をいただきました。

２０１３年度は下記の方々が協議会の役員とし

て運営に当たることになりました。

会長 小須田 淳

運営委員長 金子泰夫

運営委員 秋庭きみ 石原待子 小野富男

楠田ユキ 竹村 昭 日野正生

山口礼子

会計監査 原 正幸

総会後 来賓の北川氏も含め参加者全員でミニ

卓球大会を行い、和やかな一日となりました。

卓球を楽

しみまし

た。

（手前は小

須田会長と

石原さん）

４月２４日（水）スポーツ連盟事務所にて第２

回常任理事会が行われました。会議には７名の役

員が出席。４月の活動総括と５月の課題について

話し合われました。

初めに春季大会としてテニス、卓球、バレーボー

ル、サッカー、野球、バドミントンの大会が順調

に行われていることが報告されました。

またこの間バレーボール協議会では総会が開か

れました。キャプテン会議も兼ねていたこともあ

り、各クラブから積極的な意見が出されたとの報

告がありました。

討論ではスポーツ基本法の具体化として、スポー

ツ予算増額の署名を行いますが、署名用紙の検討

を行いました。また学習会の期日や講師の検討も

行いました 。具体的には学習会は９月～１０月

の間に開催、講師は全国連盟から青沼裕之氏にお

願いすることになりました。更に県教育委員会と

の話し合いは１０月下旬に予定してはどうかとの

結論になりました。

各協議会総会への挨拶は下記の常任理事が分担

して行うことになりました。

卓球 浅沼義明 サッカー 吉田嬌子

空手 日野正生 テニス 園川峰紀

卓球協議会が総会

第２回常任理事会の報告



５月 ３日（金）野球協議会リーグ戦

５月 ４日（土）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

春季テニス大会

５月 ５日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

５月 ６日（月）野球協議会リーグ戦

５月１１日（土）関東オープン卓球団体戦

５月１２日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

５月１９日（日）野球協議会リーグ戦

５月２６日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

春季テニス大会

青葉の森リレーマラソン

空手協議会総会 ５月１２日

サッカー協議会総会 ５月２５日

６月 ２日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

春季空手大会

６月 ９日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

祭典・陸上競技大会

６月１６日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

春季テニス大会

６月２２日（土）春季テニス大会

６月２３日（日）野球協議会リーグ戦

春季サッカー大会

春季テニス大会

祭典・卓球大会・団体戦

６月２９日（土）春季バドミントン大会

６月３０日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会・一般

５・６月行事予定

第４７回全国軟式野球大会・千葉県大会途中経過


