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個 人戦 優 勝
佐藤 公 徳さ ん （ Ｔ Ｒ Ｆ ） 村 山 真実 さん （ Ｔ Ｌ Ｓ ）
千葉 県 スポ ーツ祭 典・ 卓 球 大 会個 人戦 の 結果
８月２５日（日）千葉市ポートアリーナにて第

山真実さん（ＴＬＳ）が優勝となりました。

２０回全国卓球選手権大会・県予選会及びオープ
ン大会が開催されました。

昨年の全国大会では一般男子で大塚裕貴さん
（ＴＲＦ）一般女子で楠原憧子さんがそれぞれ優

県予選会には一般並びに年齢別に総勢１４９名

勝しています。男子の大塚さんは都合により全国

が代表権獲得を目指して熱戦が繰り広げられまし
た。全国大会は一般（年齢制限なし）のほか、男

大会には出場出来ないため佐藤さんと下川さんの
上位入賞が期待されます。

女とも３０代前半と後半、４０代前半と後半、５

また女子では村山さんは一昨年全国制覇をして

０代前半と後半、６０代前半と後半、７０代前半、 います。楠原さんはシードされており佐藤さんと
と後半に別れて戦われます。
予選会はすでに全国的に定着した新日本スポー

楠原さんの千葉同士の決勝戦になるのではないか
と今から楽しみです。

ツ連盟提唱のリーグ戦方式とトーナメント方式の

男子一般で優勝した佐藤公徳さん（ＴＲＦ・１

組合せでゲームが進められ、試合を楽しみながら
も白熱したゲームが展開されました。

９歳）は「気を抜かずにできました。上に行けば
いくほどレベルの高い試合になったので勉強にな

一方、全国大会には出場しないけれども日頃の

りました。」と喜びを語っていました。

練習の成果と交流を兼ねたオープン大会に１２９

５０代後半の部で優勝した浦辺 栄さん（ＪＵ

名が参加し熱戦が繰り広げられました。予選会・
オープン合わせて２７８名の参加でした。

ＳＴ）は「おかげで優勝することができました。
ここ数年レベルが上がってきたのでいいことだと
思います。役員の方も大変でしょうが頑張ってく
ださい。」とのコメントがありました。
全国大会は一般が１２月７日（土）・８日（日）
に神奈川県小田原市で開催されます。また年代別
が１１月３０日（土）・１２月１日（日）北海道
札幌市でそれぞれ開催されます。全 国 大 会 に 出
場 する 選手は 以下 の通 りです （敬 称略）
男 子一 般
佐藤公徳（ＴＲＦ）下川裕平（ＷＲＭ）

予選会の男子一般は佐藤公徳さん（ＴＲＦ）と

鈴木崇史（ＴＲＦ）鈴木俊紘（ＴＲＦ）
佐藤智也（ＴＲＦ）秋元龍也（赤翔馬）

下川裕平さん（ＷＲＭ）の決勝戦となり３対１で

山口文康（ＥＲＭ）星野和洋（ＴＲＦ）

佐藤さんの優勝となりました。女子一般はエント

一般は１位から８位までが代表となります。

リー選手６名のリーグ戦で行われ、５勝０敗の村

山口隆一（ＷＲＭ）は推薦で出場。

男子年 代別 ３０代 前半
青柳祐也（ボンバーズ）菊地和哉（ポピンズ）
藤本三千郎（木更津ｸﾗﾌﾞ)は推薦で出場。
男子年 代別 ３０代 後半

女 子一 般
村山真実（ＴＬＳ）山本陽香（赤翔馬）
浅川美記（ＴＬＳ）鈴木麻友（ＴＬＳ）
山本 碧 （赤翔馬）荒木佳奈（翼の丘ＴＴＣ）

平野竜太郎（木更津ｸﾗﾌﾞ)和泉崇則（木更津ｸﾗﾌﾞ）
飯田篤史（木更津ｸﾗﾌﾞ)
古市浩司（ＴＲＦ）は推薦で出場。
男子年 代別 ４０代 前半
古庄正明（ＴＲＦ） 青山 修（ＪＵＳＴ）
高山浩司（ＪＵＳＴ）大越秀一（ＪＵＳＴ）
男子年 代別 ４０代 後半

楠原憧子（赤翔馬）は推薦で出場
女 子年 代別３ ０代 前半
神作法子（富津クラブ）
女 子年 代別３ ０代 後半
須藤敦子（富津クラブ）

高橋安美（富津クラブ）

藤本貴子（木更津ｸﾗﾌﾞ)は推薦で出場。
女 子年 代別４ ０代 前半

伊藤勝視（木更津ｸﾗﾌﾞ)甲斐雅人（木更津ｾﾝﾀｰ)
森村康弘（木更津ｸﾗﾌﾞ)吉野 均（木更津ｸﾗﾌﾞ)
佐藤卓司（木更津ｸﾗﾌﾞ)は推薦で出場。
男子年 代別 ５０代 前半

齋藤博美（富士電機クラブ）
女 子年 代別４ ０代 後半
近藤晴美（富士電機クラブ） 鈴木浩美（木更津ｸﾗﾌﾞ)
女 子年 代別５ ０代 前半

岡野淳一（ＴＲＦ） 小林哲也（木更津ｸﾗﾌﾞ)
能渡由紀夫（ＪＵＳＴ）上岡充直（ＦＣＣ）
男子年 代別 ５０代 後半

永野千恵美（フリージア） 紺野洋子（くまちゃん）
行川明美（前田会）黒澤裕美（くまちゃん）
女 子年 代別５ ０代 後半

浦辺 栄（ＪＵＳＴ）高橋幸悦（ＪＵＳＴ）
井坂幸彦（ＦＣＣ） 河村稔明（ﾁｰﾑへなちょこ）
男子年 代別 ６０代 前半

能瀬伴子（ＡＯＫクラブ） 竹内洋子（ ホ ノ カク ラ ブ）
女 子年 代別６ ０代 前半
砂川節子（ＡＯＫクラブ）目原美幸（幸）

坂村信春（ＪＵＳＴ）島崎 博（林くらぶ）
本間初一（卓愛会） 渡部秀樹（中央クラブ）
男子年 代別 ６０代 後半

祓川留美子（幸）

佐藤久美子（幸）

女 子年 代別６ ０代 後半
紺野たけ子（幸）
和地祐子（西船レディース）

野田 弘 （卓愛会） 田中重喜（卓愛会）

井上光江（ホノ カクラ ブ） 大島けさ子（Ａ ＯＫ ク ラブ）

児玉順一（卓愛会） 鈴木利一（卓愛会）
男子年 代別 ７０代 前半

女 子年 代別７ ０代 前半
宮田房子（市川フレンズ） 岸田みゑ子（ﾀｳﾝｽｴｲﾄ)

竹村 昭（船橋卓友会） 小野恒靖（富津クラブ）
平野功一（富津クラブ）大庭博昭（中央クラブ）
男子年 代別 ７０代 後半
永田冬彦（永田スポーツクラブ）
年代 別は ４位ま でが 代表と なり ます 。
一般男子
予選リーグ

永見綾子（幸）

岡本博子（青野 クラ ブ）

女 子年 代別７ ０代 後半
楠田ユキ（かずさ）
男 子オ ープン 戦 優勝者のみ紹介
Ａ ラン ク
Ａブロック

山口隆一（ＷＲＭ）

Ｂブロック
Ｃブロック

鎌田悠介（千葉ＴＨＩＮＫ）
田嶋優生（チームへなちょこ）

Ｂ ラン ク
Ａブロック
Ｂブロック

宍倉泰隆（中央クラブ）
奥津光雄（生実スパイラル）

Ｃブロック

山田研次（園生卓球愛好会）

Ｃ ラン ク
男子オープン

Ａブロック
Ｂブロック

八代昭彦（幸）
篠塚義洋（千葉ＴＨＩＮＫ）

Ｃブロック

河野充次（カトレア）

Ｄブロック

高橋敏雄（こて はし台卓 球クラブ ）

※ 女子 は次 号にて

優勝 謙 心 準 優 勝 ブラッ クソ ックス
テニス協 議 会 混 合ダブ ル スチ ー ム 対抗 戦 を 開 催
９月１日（土）千葉県テニス協議会は高浜庭球
場で混合ダブルスチーム対抗テニス大会を開催し
ました。
この大会は千葉県スポーツ祭典・全国大会の予
選会として会場を確保した大会で、年間計画には
明記されてなくしかも８月２５日の締切でしたが、
テニス好きの１７チームが馳せ参じました。
試合方法は混合ダブルス３チームの団体戦、男
子３名、女子３名で参加出来るものでした。
４～５チームのリーグ戦は６ゲーム先取、ノー
アド方式で行いました。
Ａブロ ック
ミッドナイト
Ｒｉｓａ
Ｂブロ ック

（順優勝

テニスＢゆりあーず
ブラックソックス

プラスワン

チームＰ

１位ト ーナ メント
優 勝
第三位

テニスＢ冷しおでん

謙心

チーム飛鳥

Ｃブロ ック
プラスワン

ブラックソックスの皆さん 杉浦
藤原・野中・吉原・大塚・荒川）
謙心
グッド

準優勝 ブラックソックス
第三位 生グレ

２位ト ーナ メント
優

勝

Ｒｉｓａ

準優勝

チーム飛鳥

生グレ

３位ト ーナ メント
優 勝 ミッ ドナ イトテ ニス

きりんストローカー

テニスフリーク

準優勝

Ｄブロ ック
ミッドナイトテニス

テニスＢ夏祭り

４位ト ーナ メント
優勝 テニス Ｂゆりあー ず

グッド

チームＬ

ＲＯＯＫＩＥＳ

テニ スＢ 冷しお でん
準優勝

ＲＯＯＫ ＩＥＳ

憧れのＡ定食

リーグ戦の結果、ブラックソックス・謙心・生
グレ・グッドの４チーム１位トーナメントにが進
出し、ブラックソックスを２－１で制した謙心が

一般大会

シ ン グル ス の 優 勝 ・ 準 優 勝 は 下 記

の 選手 でした 。 （ 前号で紹介 出来ませ んでした。 ）

優勝しました。
優勝
小林さん（左）
準優勝
西谷さん（右）

優勝
島村さん（左 ）
準優勝
（優勝 謙心のメンバー

日向・大野・折野

坂本・小倉・大野そしてベービー）

近藤さん（右 ）

第６回 常任 理事 会 報告

①９月１５日（土）「スポーツ基本法」学習会の
取り組みについて
・当日役割分担の決定（司会・主催者挨拶・講師

８月２８日（水）スポーツ連盟事務所にて第６

紹介・受付・会場づくり・掲示物・懇親会・

回常任理事会が開催されました。初めに７月２３
日から８月２８日までの活動報告と８月２９日か

記録・資料作り）各協議会より１名以上・常任
理事・理事の参加確認を急ぐ。（担当 日野）

ら９月２５日までの活動計画についての提案があ
りました。

②署名の８月末集約について
・現在５００筆
各月の集約目標を設定し、
３０００筆を目指して取り組みを続ける。
③サマーセミナー（岩手）派遣を増やす。
・３万円の補助 野球協議会からの派遣を要請。
④「オータム交流ウォークin千葉」の参加者を広
げる。（谷津干潟の自然の風を浴びながら歩こ
う！）ウォーキング組織担当を秋本とする。
⑤次年度役員体制について
・具体的な仕事をあげ、常任理事の人数を決定し
ていく。財政担当・広場誌担当・ホームページ
担当・組織担当・スポーツ権担当・平和行事担

８月１６日に行われたランニングの打合せでは

当・Ｓport Ｎetちば担当・署名渉外担当ets.
⑥各協議会からの分担金について

来年度の反核平和マラソンの実施に向けて打ち合

個人種目

一人１２００円

わせが行わました。来年度はきちんと実行委員会

団体種目

一団体１００００円（登録費）＋

を立ち上げることとなりました。実行委員長に園
川さん、副実行委員長に逸見さんを選出しました。

５０００円（事務所維持費）これでよいか検
討していく。卓球協議会の場合、地域協議会

具体的には来年１月２０日に第１回の実行委員会

で援助の格差があるが今後検討していく。

を開き、早めに準備に入ることになりました。特
に実施に当たっては各協議会に役割を分担しても
らう予定です。

続いて８月２４・２５日に開催

⑦ひろば誌の拡大に努める。常任理事は拡大誌を
１部持ち歩き普及に努める。
次回の常任理事会は９月２５日（水）です。

された「全国理事会」について浅沼理事長からの

スポーツセミナーｉｎ岩手

報告がなされました。
体を崩されていた永井さんさから、挨拶があり、

石川啄木・宮沢賢治・平泉～文化の
香り 高い ふる里

理事が若返って欲しいと事です。再来年はスポー
ツ連盟創立５０周年記念の年となり、様々な行事
が開催されます。特にシンポジウムを開き、それ
を載せた「記念誌」を発行する予定。来年度の全
国祭典の実施県である愛知県から、復興支援とし
て参加費に５％を上乗せしてはとの意見が出され、
検討事項となっています。復興支援を続けている

と き
ところ

２０１３年９月２８日～２９日
岩手県盛岡市繋字湯の館３７－１

会

湯守「ホテル大観」019-689-2121

場

プログラム
９月２８日（土） 開校式１２時～
講義 講師 高橋薫 富士大学教授
（富士大学硬式野球部長）

県もあることが報告されました。機関誌「ひろば」
に関しては今のところ購読が１９３部増えている
が後５００部増えない場合は元の値段にかえすこ
とが予定されています。１０月１３日に「原発ゼ

岩 手で

スポーツレクレーション
（卓球・ランニング・ウオーキング・カヌー）
９月２９日（日）

ロ」集会が国会周辺で行われるので、スポーツ連

講義

盟の旗のもとに集まって欲しいとの事でした。

岩手大学健康管理センター所長
閉講式
～１２時

協議事項としては

講師

立身正信

クラブ紹 介
東熱 ダイ ナマ イト
千葉 県野 球協 議会
久々の野球協議会からの紹介です。

お盆、ゴールデンウイークは選手が集まらないの
で困っています。大変でしょうが、これらの期間
は試合を避けてほしいですね。
Ｑスポーツ連盟への要望があったら聞か
せて くださ い。
もうちょっと野球がやりたいなと思っています。

①クラブ名

東熱ダイナマイト

制限時間１時間２０分をもう少し長くしてもらい

②代表者名
③住所

田中信成
千葉市中央区中央3-3-8

たい。マリンスタジアムで試合がしてみたいです。
メンバーが集まらなくて、不戦敗になるチームが

日本生命千葉中央ビル

東洋熱工業

日野事務局次長のインタビューを紹介します。

あります。せっかく来て、試合をしないのはさみ
しいので、各チーム頑張って試合を成功させたい
ものです。

８月１８日（日）猛暑が続く今年の夏、３３度
というグランドで熱戦が繰り広げられていました。
和気あいあいの雰囲気でオーダー発表。いよいよ
プレイボール。４部リーグ最終戦。これで勝てば
５勝５敗。「もうちょい。」「いいよ。いいよ。」
「怪しい球よく見てね」「遅れてるよ。」「ころ
がせ。ころがせ。」キャプテンから絶えず若い人
へ声が飛んでいました。
おかげで失敗を恐れず、力いっぱいのプレーを
している選手達でした。

第３７回全国 選抜軟式野球大会

千葉大会
期

日

２０１３年９月１５日～１２月１日

試合方法
規
（試合終了後 皆さんに集まって頂きました。
暑くて日陰での集合写真です）

則

トーナメント方式
２０１３年公認野球規則・アマチュ
ア野球内規に準ずる

参加費

１７０００円

Ｑ「東熱ダイナマイト」どのようにしてで
きた チー ムです か。
ビルの空調設備をやっている会社の仲間が集まっ

（関東・全国大会費・保険料・審
判費用・球場使用料など）
キャプテン会議
９月７日（土）

て作ったチームです。 現在２０代から５０代の

千葉県スポーツ科学センター

仲間２２人で結成していています。年代を越えて

登録メンバー表提出、大会実施要
項の説明、大会組合せ抽選 その他）

チームの結束が固いことが特長です。
Ｑ悩 みはあ りま せんか 。

関東大会

１０１４年４月予定

埼玉県

練習がなかなかできません。バッティングセンター

全国大会

１０１４年５月予定

草薙球場

とかイメージトレーニングなど個人練習が中心で

申込先

スポーツ連盟千葉県野球協議会

す。試合が一番の練習です。

９・１０月行事予定
９月 １日（日）野球協議会リーグ戦

９月２３日（休）野球協議会リーグ戦【決勝】

祭典・サッカー大会
テニス協チーム対抗戦
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

茨城卓球大会（出前大会）
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
１０月 ６日（日）祭典・野球大会

祭典・サッカー大会

鈴木杯テニス大会

９月１４日（土）テニス協議会シニア大 会
９月１５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・予選会

サッカー協東日本大会
１０月１３日（日）祭典・野球大会
祭典・バレーボール大会
１０月１４日（休）祭典・野球大会

祭典・バレーボール大会
９月１６日（休）野球協議会リーグ戦

１０月２０日（日）祭典・野球大会
サッカー協年間リーグ

９月１９日（木）祭典・卓球大会（ダブルス戦）

１０月２６日（土）谷津干潟ウオーキング

９月２１日（土）テニス協チーム対抗戦

１０月２７日（日）祭典・野球大会

９月２２日（日）野球協議会リーグ戦
９月２２日（日）祭典・サッカー大会

１０月２９日（火）松戸レディース卓球大会
スポー ツ基 本法学 習会 ９ 月１ ４日 （ 土）

第４６ 回全国軟 式野 球 大 会千葉県 大 会 途 中経 過
○勝点３

●勝点０ □勝点１（引分）▽勝点３

▲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

※雨天中止

勝点－３（誰も球場に来ない場合）

