
第１３回千葉反核平和マラソンが、海の日７月

１５日（休）に行われました。

今回も、弁護士を含めた法律事務所関係の「ラ

ンランラン」と「上市場でれすけ倶楽部」を中心

に、総勢１８名のランナーと給水のサポーター及

び応援をいれて２５名を超える参加者でした。

（今年も出発前に全員集合！スポーツセンター駅）

コースは例年どおり、千葉市の都市モノレール

「スポーツセンター駅」から千葉市中心街をぬけ

て「稲毛海浜公園」まで約１２キロ、途中４回の

給水タイムをいれて２時間ほどでゆっくりジョギ

ングペースで訴えて走りました。

先頭は

逸見会長

（左２番目）

給水では、猛暑のため、各種のペットボトル１

０本以上、梅干し、レモンなど取り合うようにな

くなっていきました。

沿道からは、多くの人が「ご苦労様」と声をか

けてくれたり、車から手を振ってくれたりと励ま

されました。 そして終点の稲毛海浜公園の緑陰

で恒例のビールで慰労会。自己紹介を含め、引き

続き来年の再会を約して終了しました。

稲毛区の住宅街を

アピール

懇親会も盛り上がり

ました。（立ってのス

ピーチは山口さん）
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沿道からも声援
第１３回反核・平和マラソン

暑かったけれど皆さんがゆっくり休み休み

走られたので、熱中症にもならず走ることが

出来ました。終わった後の懇親会も皆さんが

率直に話していたので好感が持てました。

（上市場でれすけ倶楽部 久我さん）

今回２回目の参加です。平和をアッピール

しながら走っているのでそれだけでとっても

頑張って走れます。来年に向けて週１回～月

１回位は走りたいと思っています。

（中央法律事務所 中村さん）



７月１８日（木）ミックスバレーボールの組織

化に向けてた話し合いを行いました。

ミックスバレーボールについては全国的には１

０年ほど前から東京を中心に大会が行われていま

す。近年全国ミックスバレーボールセンターも設

立し全国スポーツ祭典の種目にも入り活発に活動

し始めていますが、千葉では担当者がいないこと

から組織づくりが遅れていました。

昨年の秋、印西市松下山公園体育館で出前大会

ながら第１回のミックスバレーボール大会を開催、

全国スポーツ祭典に千葉から代表を派遣すること

ができました。

今年度に入り４月２８日（日）昨年と同じ松下

山公園体育館で第２回目の大会を開催しました。

この時も全国から萩原氏（東京都連盟理事長）の

援助のもとに開催しました。（詳しくは５月号

Ｎｏ１３３を参照）

今回園川副理事長を中心に千葉県連盟が中心と

なり大会が開けないものかと言うことで春の大会

に参加したチームに呼びかけ、話し合いを行いま

した。話し合いには「チーム・クロッキー」代表

の槌尾 健さんが参加し、県内のミックスバレー

ボールの現状や２０１４年以後の大会開催につい

て検討しました。

ミックスバレーボール協議会結成については今

年の秋から冬にかけて大会を実施した上で検討す

ることになり、当面松下山公園体育館が１２月７

日（土）サブアリーナが空いていることから第３

回のミックスバレーボール大会を開催することに

なりました。１２チームを募集、交流大会として

開催することになりました。

（今年４月のミックスバレーボール大会から）

７月２４日（水）スポーツ連盟事務所にて第５

回常任理事会を開催しました。

６月１２日（第４回常任理事会）から約１か月

の活動報告と７・８月の活動の方針及び事務所の

印刷機の維持・管理等について検討しました。

活動報告ではランニングでは１３回目の反核・

平和マラソンが２５名の参加で無事終了したこと。

サッカーでは青葉の森競技場で東日本大会が宮城・

東京・神奈川・千葉の４都県の代表で好ゲームの

内に開催出来たこと。テニスでは雨天のため試合

が延期する中でも春季大会を企画運営しているこ

と等の報告がありました。

協議事項では

① 第１回理事会の反省として

提案内容については事前の常任理事会でもっと

検討する必要があるとの確認をしました。

② 次年度の役員体制について

常任理事については任務（仕事）を明確にする

とともに各協議会から１名は常任理事会に入っ

もらう必要があることを確認しました。

③ スポーツ基本法具体化のための取組について

９月１４日開催の学習会を成功させるためにも

署名用紙の活用を積極的に進め、８月末で一旦

集約する事また、９月１４日までに１０００筆

を目指すことを確認しました。７月２４日現在

では１１２筆でした。

④ 財政について

分担金の未納協議会への支援について検討しま

した。夏季募金は１１万円を越すことが出来ま

した。大口の募金もありました。

⑤ ひろば誌は贈呈を含み現在１０１部です。

ミックスバレーボールの組織化に
向け一歩前進

第５回常任理事会報告



第４９回千葉県スポーツ祭典（兼）第１９回全

国テニス選手権・関東ブロック千葉県予選（混合

ダブルス大会）が７月２１日の日曜日に、参加３

９チームで熱戦が展開されました。当日は、薄曇

りで風もなく絶好のテニス日和で、午前中は予選

リーグ各チーム２試合を行い、午後からは１位～

３位に分かれてトーナメントが行われました。

関東ブロックの代表は１位の相田ひとみ（フリー）

奥田真也（てんぐ）組、２位の鈴木春佳・淵上剣

太朗（テニスコミュニケーション千葉）組、３位

の葛西麻衣子・近藤淳輝（フリー）組、４位の西

谷雅子（Ｔ・ＡＳＫＡ）鈴木啓之（てんぐ）組と

決まりました。以上４チームは１０月５日埼玉で

行われる、関東ブロック代表選考会に千葉県テニ

ス協議会の代表として推薦で参加します。

この代表選考会はオープンの大会で、一般募集

もあります。代表として推薦されなかった方も出

場することが出来ますので皆様の参加をお待ちし

ています。詳しくは千葉県テニス協議会のＨＰを

ご参照下さい。 （運営委員長 渡辺伸明）

（優勝 相田ひとみ・奥田真也組）

（準優勝 鈴木春佳・淵上剣太郎組）

混合ダブルスの他に男子ダブルス・
女子ダブルス及び男子シングルス・

女子シングルスも行われました。
男子ダブルス大会は６月３０日（日）高浜庭球

場で開催されました。

この大会には１１チームが参加。５～６チーム

によるリーグ戦の後、順位トーナメントが行われ

フリーの奥田真也・鈴木啓之組がラ・フェットの

是枝亜樹・佐久間 朗組を８－４で制し優勝しま

した。

優勝

奥田・鈴木組

準優勝

是枝・佐久間

組

女子ダブルスは７月６日（土）青葉の森テニス

コートにて開催。１８チームが熱戦を繰り広げま

した。試合方法は男子ダブルスと同様、４～５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。

結果はフレームショットの畠中蘭子・田仲恵美

組が６－４でフレームショットの椎名真紀子・フ

リーの下間智恵美組を制し優勝しました。

優勝

畠中・田仲組

準優勝

椎名・下間組

関東ブロック代表選考会への代表チーム決定
千葉県スポーツ祭典・テニス大会(一般)を開催



バドミントン協議会（準）は６月２９日（土）

習志野市袖ヶ浦体育館にて男女の団体戦を開催し

ました。

昨年は会場の関係で開催出来なかったことや同

日千葉県や千葉市での大会が重なったため参加チー

ムが少ないのではないかと心配しましたが、バド

ミントン関連のネットで宣伝したこともあり東京・

神奈川・茨城からのチームも含め男子２２チーム、

女子１２チームが集まりました。

（８面を使って７時３０分まで運営）

試合は３～４チームのリーグ戦の後、１位～３

位の順位トーナメントを行いました。

試合結果は以下の通りでした。

男子１部

優 勝 男系男子

男子１部は１チームのため２部と一緒に試合をしました。

男子２部

優 勝 東京工業大

準優勝 ＢＡＳＳ

第３位 たびガッツ

（男子２部 優勝 東京工業大の皆さん）

男子３部

優 勝 拓大紅陵高校Ａ

準優勝 拓大紅陵高校Ｂ

第３位 バド・エンジェルス

女子２部

優 勝 ＵＢＦ

準優勝 ＲＡＳＵＫＡＲＵ’Ｓ

第３位 Ｓｈｏｔ’０４

女子３部

優 勝 バド・エンジェルス

準優勝 Ｗｉｔｈ

第３位 バドレク瑞穂

（女子３部優勝 バド・エンジェルスの皆さん）

今回の大会では千葉英和高校とｃｈｏｐｐｅｒ

の皆さんが運営に協力して下さいました。ありが

とうございました。

優 勝
東京工業大（男子２部）ＵＢＦ（女子２部）

バドミントン大会 団体戦を開催

梅雨時にこんな涼しくて、換気の配慮まで

して頂き、本部の皆様本当にご苦労様です。

優勝することが出来ましたが、日々、練習に

励み、また参加させて頂きます。

（バドエンジェルス 阿部さん）

入賞目指して頑張りました。お食事券でみ

んなでごはん食べに行きます。

（バドレク瑞穂 女子みんな！）

出場チームが少なかったのは残念ですが、

その分楽しめました！！ありがとうございま

した。（RASUKARUS 滝さん）



久々にバドミントン協議会（準）からの紹介で

す。７月２０日（土）練習会場の千葉市長沼原勤

労市民プラザにお邪魔しました。

① クラブ（チーム）名 ｃｈｏｐｐｅｒ

（チョッパー）

② 代表者 佐藤由美江

③ 連絡先 千葉市若葉区桜木北

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）

（前列左から３番目が代表の佐藤さん）

結成は今から４年前で、佐藤さんのお子さんが

通う幼稚園のお母様方数人と遊びでバドミントン

をしていたところ、熊本から就職の為千葉に来た

ばかりの前崎さんと体育館で出会い教えて貰った

のがきっかけで、前崎さんにコーチをお願いしチー

ムを結成したそうです。結成当初はシャトルに当

てることすら出来なかったメンバーらしいですが、

前崎コーチの指導のもと練習し、今では大会で入

賞する事も多くなったそうです。

人数は２０人前後で千葉市以外の方も多く、市

原市・八千代市、富津市から参加している人もい

ます。練習場所は千葉市長沼原勤労市民プラザが

中心で毎週土曜または日曜日に練習しています。

チームの特徴は部員同士がとても仲が良く、励

まし合いながら日々練習に励んでいます。未経験

で始めた人が多い事と前崎コーチの人柄もあって

ビジターの方でも参加しやすいアットホームなチー

ムです。市民大会も３チーム出場し、勝ったり負

けたりしながらも楽しくレベルアップを目指して

います。

（左の男性がコーチの前崎さん）

⑤ 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）

スポーツ連盟の大会にはクラブの結成当初から

参加して楽しませてもらっています。初めて大

会に出る人も楽しめるので、これからも楽しい

大会を計画してください。

ダブルスの

練習（女子）

ダブルスの

練習（男子）

クラブ紹介

ｃｈｏｐｐｅｒ
千葉県バドミントン協議会（準）

第４９回千葉県スポーツ祭典
バドミントン大会

期 日 ９月７日（土）

会 場 千葉公園体育館

内 容 個人戦 男子・女子ダブルス戦

１部・２部・３部

シニアＡ（40歳代）シニアＢ（50歳代）

全国大会の予選会を兼ねて開催。

参加費 １ペア ３０００円

中・高校生 １ペア２４００円

申込締切 ８月１７日（土）

全国大会 １２月７日～８日 名古屋市
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８月 ４日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

８月１０日（土）祭典・テニス大会（予選会）

８月１１日（日）野球協議会リーグ戦

８月１８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

８月２５日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

祭典・テニス大会

祭典・卓球大会（個人戦）

８月３１日（土）祭典・テニス大会（予選会）

祭典・バレーボール大会

９月 １日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（予選会）

９月 １日（日）祭典・サッカー大会

９月 ７日（土）祭典・バドミントン大会

９月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

９月１４日（土）シニアテニス大会（第12回）

９月１５日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（予選会）

祭典・サッカー大会

祭典・バレーボール大会

９月１６日（休）野球協議会リーグ戦（決勝）

９月１９日（木）祭典・卓球大会（ダブルス大会）

９月２１日（土）祭典・テニス大会（予選会）

９月２２日（日）野球協議会リーグ戦（決勝予備日）

祭典・サッカー大会

９月２８日（土）鈴木杯テニス大会

９月２９日（日）祭典・サッカー大会

８・９月行事予定

第４６回全国軟式野球大会千葉県大会 途中経過


