
１１回目をむかえた青葉の森リレーマラソンは

好天に恵まれ、５月２６日（日）千葉県立青葉の

森公園で開催されました。

２００３年５月。２４チームの参加から始めた

リレーマラソンも参加チームは倍々のペースで増

え続け、今年はリレーゾーンを１区画増やし１０

年前の１０倍、ちょうど２４０チームでの開催と

なりました。今年の申込みチームは４８０チーム。

当日は朝の６時過ぎから場所取りをするチーム

もあり、受付の８時４５分には本部のあるさくら

山広場は２２００名を超す参加者や応援の人たち

で溢れました。

９時３０分に開会式、浅沼大会会長の挨拶、馬

場審判長からの諸注意の後、チームＮＩＰＰＯ

（ファミリー）の子ども達の元気一杯の選手宣誓

があり、１０時定時におはなみ広場近くのスター

ト地点から２３８チーム（１チーム棄権・１チー

ムは他のチームと合流）が大歓声の中をスタート

しました。

（選手宣誓をするチームＮＩＰＰＯの子ども達）

（一斉にスタート右端は轟アスリートクラブα第一走者）

優勝は高校生・大学生を含む若手アスリートで

編成し直した轟アスリートクラブαが５連覇を狙っ

たＪＲ東日本千葉に１分近い差を付け大会新記録

で堂々の優勝を果たしました。

今年の最後のチームは女性部門ウルトランナー

ズ・ピーチで４時間を僅か０秒３４過ぎましたが

最終のタスキ受け渡し時間はクリアーしたことか

ら全チームが完走することが出来ました。
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総 合 優 勝

轟アスリートクラブα
大会新記録 ２時間０７分２４秒

第１１回青葉の森リレーマラソン（42.195㎞）



結果は以下の通りでした。

総 合

第１位 轟アスリートクラブα 2:07:06

小川 小関 飯濱 大内 森田 黒川 近藤

（人）近藤（亮）濱砂 滝口

第２位 ＪＲ東日本千葉 2:08:03

第３位 千葉韋駄天アスリーツ・風 2:09:26

第４位 ニッポンランナーズＲ 2:12:40

第５位 千葉韋駄天アスリーツ・雷 2:17:53

第６位 斉藤梨園 2:20:38

（轟アスリートクラブα右端は代表の宮野さん）

（ＪＲ東日本千葉の皆さん 中央は代表の座間さん）

クラブ部門

第１位 野栄走好会 2:22:38

第２位 秘密結社うまい棒軍団 2:23:26

第３位 佐藤商店 2:24:05

男女混合部門

第１位 走翔Ａ 2:26:33

第２位 ガチオールスターズ 2:26:52

第３位 風と共に笑う 2:29:47

職場部門

第１位 千葉地検競走部Ａ 2:35:23

第２位 袖ヶ浦かけっこＢ 2:37:33

第３位 チーム永島 2:39:40

（千葉韋駄天アスリーツ・風の皆さん）

熟年部門

第１位 佐倉陸友会Ｃ 3:57:16

第２位 行田公園走友会熟年チーム 3:04:04

第３位 少年隊（佐倉ユーカリ走友会） 3:13:56

ファミリー部門

第１位 青葉の森爆走マシンガンズ 2:56:17

第２位 走快苦愛 2:58:23

第３位 チームＦＫ 3:05:51

女性部門

第１位 チームなすび 2:51:45

第２位 行田公園走友会（女子） 3:01:31

第３位 チームキウイ 3:09:41

小学生部門

第１位 千葉ウイング 3:33:12

第２位 空手道真心会・キッズ 3:47:36

ピタリ賞 申告タイムに近いチーム

第１位 ＴｅａｍＢＦＰ クラブ 3:44:58

タイム差 －0:00:02 申告3:44:56

第２位 ランプロスＢ 男女混合 3:18:27

タイム差 －0:00:03 申告 3:18:24

第３位 千葉天台走友会・男女混合 3:29:55

タイム差 －0:00:05 申告3:29:50

今年も天候に恵まれクラブの皆さんと楽しく

走れました！今回初めてインタビューを受け

たのですが、なお盛り上がって良かったです。

来年は更なる記録更新を目指して練習した

いと思います。また来年も参加させていただ

くのを楽しみにしています。（幕張ベイランニング）

毎年楽しみにしていますが、倍率が高いで

すね。公園を楽しく走れるとても良い大会だ

と思います。２㎞は子どももご老人も頑張れ

ば走れる距離。スタッフの皆様の準備やボラ

ンティア活動に感謝です。（杜のランナーズ）



５月１２日（日）千葉市・宮野木スポーツセン

ター会議室にて６回目となる千葉県空手協議会の

総会が開催されました。

この日は地域によって、空手大会が開催されて

おり、加盟団体の全ては出席出来ませんでしたが、

７団体の代表が参加しました。

初めに１２年度の活動報告がありました。７月

に開催された春季大会では組手に１８３名、形競

技に１９９名、そして１８チームによる団体戦が

行われたことが報告されました。また１２月に開

催された千葉県スポーツ祭典では組手に１６８名、

形競技に１２チームが参加。いずれも盛況のうち

に終了したことが報告されました。

（総会で挨拶する浅沼県連盟理事長）

１３年度の活動としては、６月２日（日）に形

競技を中心に春季空手大会を、１２月１５日（日）

に組手中心にスポーツ祭典・空手大会を行うこと

が決定されました。

討論では今年度、形競技の大会と組手競技中心

の大会に分けたことについて話し合われました。

形競技と組手競技を１日で行うためには新ルー

ルに基づいた審判をしなければなりませんが、新

ルールに精通した審判員をどうしたら養成出来る

のかが急務であるとの共通認識が図られました。

審判講習会は１２月１日に開催することがきま

りました。また各大会後反省会や親睦会を行うこ

とも話し合われました。

総会では１２年度の財政報告と会計監査報告が

ありました。また１３年度予算案が提案されいず

れも承認されました。

１３年度は以下の役員で協議会を運営すること

になりました。

会 長 徳田 稔 副会長 岩井清彦

理事長 小倉芳治

副理事長 田口淳一（審判部長）

同 岩井信彦（審判副部長）

事務局長 菅家 恒

事務局次長 金子泰夫 同 佐藤範英

事務局 伊藤広芳 大野賢治

理事 ナジ・メホロダト（審判副部長）

長谷川尚舟 永野貴義 森田栄三

小倉芳広

顧問 元沢 勇

会計 江川清徳 会計監査 井田 明

５月２２日（水）スポーツ連盟事務所にて第３

回常任理事会が開催されました。

この日は４日後に迫った青葉の森リレーマラソ

ンについて前日準備や当日朝の体制等について具

体的な詰めの話し合いが行われました。

今年は前日準備に「Ａ－ＲＮＵ習志野」から１４

名、「上市場でれすけ」から７名、「大日保育園」

から２名のボランティアが駆けつけてくれること

になったりました。スポーツ基本法の具体化の取

り組みとして「スポーツ予算増額等の要請署名」

を作成し、参加者に署名の訴えをすることも話し

合われ、園川副理事長が常任理事会での意見を集

約して作成、リレーマラソンの会場でアナウンス

し、署名を訴えることになりました。

また、３月に作成する予定のスポーツ祭典統一

ビラが遅れていることから浅沼理事長が早急に

印刷会社との折衝を行うことも決まりました。

第６回総会を開催
千葉県空手協議会

第３回常任理事会報告



３月３１日（日）志津運動広場・八幡競技場及

び千葉県総合スポーツセンターの３会場での試合

から始まったサッカー協議会の春季サッカー大会

も６月９日（日）の市原・文化の森の試合でリー

グ戦が終了しました。

リーグ戦ではＦＣリベルタが３勝０敗で１９得

点トップで決勝トーナメントに進出しました。

（リーグ戦の様子 青葉の森競技場にて）

Ａブロック

勝敗 勝点 勝 負 分 得失

さむらい ２勝１分 ７ ２ ０ １ ＋10

URAGANO １勝１敗１分 ４ １ １ １ ＋ 1

アベニーダ ２勝１敗 ６ ２ １ ０ ＋ 4

茂原ＦＣ ０勝３敗 ０ ０ ３ ０ －15

Ｂブロック

勝敗 勝点 勝 負 分 得失

カメラート ２勝１敗 ６ ２ １ ０ ＋ 6

ヤンキース １勝２敗 ３ １ ２ ０ － 6

ＣＩＥＥＬＯ ２敗１分 １ ０ ２ １ － 1

irrumattio ２勝１分 ７ ２ ０ ０ ＋ 5

Ｃブロック

勝敗 勝点 勝 負 分 得失

ＦＣバルサン ２勝１分 ７ １ ０ １ ＋11

FC ＣＲＯＷＳ１勝２敗 ３ １ １ ０ － 6

ﾜｲﾙﾄﾞﾏｼﾞｮｰﾗ ２勝１分 ７ １ ０ １ ＋ 6

ＮｉｋｏＦＣ ０勝３敗 ０ ０ ３ ０ －11

Ｄブロック

勝敗 勝点 勝 負 分 得失

ＦＣリベルタ ３勝０敗 ９ ２ ０ ０ ＋19

パルテスール ２勝１敗 ６ ２ ０ ０ －１

フィリシデート１勝２敗 ３ １ １ ０ ＋ 2

新検見川 ０勝３敗 ０ ０ ２ ０ －20

この結果６月１６日から決勝トーナメント及び下

位トーナメント戦が行われます。

６月１６日（日）青葉の森競技場、６月２３日

（日）フクダ電子スクエア、７月７日（日）青葉

の森競技場、７月１４日（日）加茂運動公園

６月１６日（日）は以下の試合が行われます。

アベニーダ（Ａ組２位）対 FCバルサン（Ｃ組１位）

カメラート（Ｂ組２位）対 FCリベルタ（Ｄ組１位）

５月２５日（土）千葉市・穴川コミュニティセ

ンターで第１０回千葉県サッカー協議会総会が開

催されました。総会には今年度加盟の１６チーム

から代表２名が参加。１２年度のまとめと１３年

度の方針について有吉運営委員長から報告と提案

がありました。

討論では審判の在り方などについて質問や提案

がありました。なお総会には県連盟を代表して吉

田嬌子常任理事が激励と連帯の挨拶をしました。

（挨拶する吉田常任理事 ）

１３年度加盟チームを紹介します。

ＦＣバルサン 新検見川

ＣＩＥＥＬＯ ＦＣリベルタ

パルテスール フィリシデート

さむらい ＵＲＡＧＡＮＯ

カメラート ヤンキース

夜の盗賊団 ＦＣ ＣＲＯＷＳ

アベニーダ ＤＥＮＫＡ

ＨＥＬＬＣＡＹＳ ワイルドマジョーラ

協議会の試合参加希望チーム

irrumattio ＮｉｋｏＦＣ 茂原ＦＣ

春季サッカー大会
リーグ戦が終了

サッカー協議会も総会を開催



今月は千葉県卓球協議会に加盟しているクラブ

の中から紹介します。

５月１１日（土）松戸市運動公園体育館で開催

された第１回関東オープン団体戦に出場したクラ

ブです。試合終了後お聞きしました。

① クラブ（チーム名）富士電機クラブ

② 代表者 近藤康夫

③ 連絡先 市原市八幡海岸通７番地

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）

市原市にある富士電機（株）千葉工場の企業ク

ラブです。 現役社員とＯＢ，ＯＧの男子７名、

サポーター７名の若手、中堅、ベテランが程良く

ミックスされたチームです。

昭和５７年に同好会として結成され、その後６

２年に部に昇格し、今年でチーム結成３１年とな

ります。その間、絶え間なく活動し、微力ながら

地域（社会に）貢献できたと自負しています。

練習は毎週金曜日の夜に会社の体育館で行ってい

ます。更に各部員の地域での活動も活発に行って

います。

（この日は女子のみ参加。右から二番目が近藤さん）

④ クラブのアピール（１３年度の抱負等）

基本的に団体戦に全員参加で臨み、チームワー

クで勝ちきることが出来るチームを目指していま

す。合い言葉は『（次に）回すよ！』なぜか全員

が試合に出場する状況となり、ラスト勝負の緊張

感と熱気がチームの結束力と若返りの秘訣となっ

ています。

全国大会にも積極的に参加し、視野の拡大と技

術力の向上に役立てています。

よって今年の目標は団体戦で全国大会出場です。

新人男子も入部し、益々活気づいてきましたので

、チーム一丸となって目標を達成できるよう頑張

ります。

（ダブルス戦 斉藤・吉田組 相手はナイスミート）

（シングルス戦 中村さん 審判は近藤さん）

クラブ紹介

富士電機クラブ
千葉県卓球協議会

関東オープン団体戦について

この大会には千葉から１５チームが参加。

千葉以外は、東京から２３茨城から６埼玉６

神奈川１の合計５１チームが出場しました。

試合は４チームによるリーグ戦の後、順位

トーナメント戦をおこないました。

富士電機クラブはリーグ戦で２位となり８チー

ムの中で優勝しました。試合後のインタビュー

では今まで試合をしたことのない他県のチー

ムと試合ができ勉強になったこととスムーズ

に運営され適度の緊張感の中で試合が出来良

かったとの感想が出されました。



○勝点３ ●勝ち点０ □勝ち点１（引分）△勝点３点 ▲勝点－１（不戦敗）▽勝点３

▼勝点０ ★勝点－１（審判遅刻・欠席）◆試合放棄は勝点－３（誰も球場に来ない場合）※雨天中止

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

春季テニス大会

祭典・卓球大会（団体戦）

６月２９日（土）バドミントン大会（団体戦）

６月３０日（日）野球協議会リーグ戦

６月３０日（日）祭典・テニス大会（一般）

７月 ６日（土）祭典・テニス大会（一般）

７月 ７日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会秋季大会

７月１４日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（一般）

サッカー協議会秋季大会

７月１５日（休）反核・平和マラソン

７月２１日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（一般）

７月２７日（土）関東ブロックバレーボール大会

７月２８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（一般）

第１回理事会 ６月２６日（水）穴川ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

６・７月行事予定

第４６回全国軟式野球大会・千葉県大会途中経


