
千葉県テニス協議会は８月１０日から９月１５

日までの４日間、全国テニス選手権大会の千葉県

予選会を開催しました。（全国大会は１１月１６

日・１７日に愛知県名古屋市で開催）

予選会には男子シングルスに１６名、女子シン

グルスに４名、男子ダブルスに１８組、女子ダブ

ルスに３５組、混合ダブルスに１６組、壮年男子

シングルスに１７組、壮年女子ダブルスに７組の

エントリーがありました。

今年は例年に比べ申込が少なかったのは、昨年

レベル高い選手が参加しており自分の実力では難

しいと判断して申し込まなかった選手が多かった

のではないかと推測されます。

結果は以下の通りでした。

男子シングルス

優 勝 島村 光輝（フリー）

女子シングルス

優 勝 沢出 亜矢子（フリー）全国大会出場

男子ダブルス

優 勝 佐久間威行・永田 優組（フリー）

佐久間・永田

組 全国大会

出場

女子ダブルス

優 勝 鈴木沙央里・鈴木智美組（フレームショット。ラ・フェット）

鈴木・鈴木組

全国大会に出

場

混合ダブルス

優 勝 鈴木智美・坂本真吾組（ﾗ･ﾌｪｯﾄ ﾗ･ﾌｪｯﾄ)

左 鈴木さん

は男子壮年シ

ングルス全国

大会出場

右 沢出さん

は女子シング

ルス全国大会

に出場

壮年女子ダブルス

優 勝 佐藤桂子・川村千鶴組（フリー・Ｔ．ＡＳＵＫＡ）

第３位の庄司・

成瀬組

壮年男子シングルス

優 勝 鈴木邦男（フリー）全国大会出場
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優勝 佐久間威行・永田 優 組（男子ダブルス）
鈴木沙央里・鈴木智美組（女子ダブルス）

ダブルス４ペア・シングルス３名が全国大会に出場
千葉県スポーツ祭典・テニス大会（県予選会）終了



千葉県スポーツ祭典・バレーボール大会の決勝

トーナメントが１０月１３日（日）千葉市花島公

園体育館で開催されました。

この日は８月３１日と９月１５日の予選リーグ

（会場 千葉公園体育館・花島公園体育館）で勝

ち抜いた男子９チーム女子４チームが全国大会の

出場権をかけて集まり、男子８試合、女子３試合

合計１１試合を行いました。

この日集まったチームはどれも各市町村で中心

となって戦っているチームで、実力は伯仲してお

り第一試合目から３セットの試合が続きました。

男子は若さ溢れるＺＯＯが試合巧者のＷＥＥＫ

ＬＹを僅かな差で下し優勝しました。

女子もＫＡＫＡＬＯＴＴＯがフルセットの末、健

友会に競り勝ちました。結果は以下の通りでした。

男 子

優 勝 ＺＯＯ

準優勝 ＷＥＥＫＬＹ

第三位 八街排球会 同 清球会

（優勝 ＺＯＯの皆さん）

（準優勝 ＷＥＥＫＬＹの皆さん）

女 子

優 勝 ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ

準優勝 健友会

第三位 八街排球会 同 ＮＲレジーナ

（優勝 ＫＡＫＡＬＯＴＴＯの皆さん）

（準優勝 健友会の皆さん）

この結果全国大会出場チームは以下の通りとな

りました。

男子 ＮＵＤＥ 清球会 ＺＯＯ

ＷＥＥＫＬＹ 八街排球会

女子 ＮＵＤＥ ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ

健友会 八街排球会

ＮＵＤＥは昨年男女とも優勝したのでシードチー

ム。清球会は春の関東大会で優勝したのでシード

チームとなり全国大会出場が決まっています。

優 勝
ＺＯＯ（男子） ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ（女子）
千葉県スポーツ祭典・バレーボール大会決勝トーナメント

何とか優勝できました！あきらめないで、

最後まで皆で頑張った結果だと思います。

全国大会もチーム一丸となって戦います。

（ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ）



千葉県スポーツ祭典卓球大会・ダブルス戦は９

月１９日（木）千葉公園体育館で開催されました。

数年前までは日曜日に開催することが出来たの

ですが、近年、体育館の確保がなかなか難しくな

り平日開催となりました。今回は男子ダブルスも

取り入れての開催となりました。

試合は二人の合計年齢でランクを分ける方法で

１部は９１才～１０４才、２部は１０５才～１０

９才、３部は１１０才～１１９才、４部は１２０

才～１２９才、５部その１は１３０才～１３６才、

その２は１３７才～１４９才で、７ペアによるリー

グ戦を行いました。男子と女子３部だけはチーム

数の関係で５チームになったためリーグ戦の後順

位トーナメントを行いました。

写真は男子１～２位の順位トーナメント戦

左 田中・児玉組（卓愛会）対右 山田・高橋組（園生卓球愛好会)

１０月６日（日）千葉市青葉の森競技場で東京・

神奈川・千葉の代表３チームで開催されました。

試合は３０分ハーフ・インターバル５分でリー

グ戦を行いました。

千葉代表の「さむらい」は第一試合で東京代表

の「ＦＣＢＥＥ」と対戦し前半は互角に戦いまし

たが、後半追い込まれ４対６で競り負けました。

中央は「さむらい」

ドリブルする

「さむらい」

続く第二試合は東京代表の「ＦＣＢＥＥ」が神

奈川代表の「Ｋ－ＪＵＮＧＬＥ」に３対１で勝ち

優勝しました。

第三試合は１敗同士の「さむらい」と「Ｋ－Ｊ

ＵＮＧＬＥ」の試合となり４対２で「さむらい」

が勝ち準優勝となりました。

神奈川県サッカー協議会の佐藤哲宏さん（兼全

国サッカー協議会役員）から「今回宮城からの代

表は参加出来なく残念でしたが、集まった３チー

ムはそれぞれチームの特徴を生かしたプレーを展

開してくれて大変良かった。」とのコメントを頂

きました。

全国ファイナル大会は１２月１日（日）大阪で

開催されることになっています。

なお、フット・ア・セットの全国大会は１１月

２４日（日）千葉市フクダ電子スクエアで開催さ

れます。千葉からは地元でもあり２～３チームが

出場する予定です。千葉でのフット・ア・セット

全国大会は２年ぶりとなります。

男女８７ペアが熱戦
千葉県スポーツ祭典・

卓球大会ダブルス大会開催

13年度ＥａｓｔＪａｐａｎＣｕｐ
（東日本大会サッカー大会）

「さむらい」が準優勝

７チーム６試合と沢山試合が出来たので良

い勉強になりました。基礎の大切さを痛感致

しました。これからも練習に励みます。

（白ゆりクラブ 小曽根・高山組）

暑さにめげず力を合わせて頑張りました。

これからの練習に役立てたいと思います。早

めに終わって良かったです。

（あすみが丘卓球クラブ 田辺・森山組）

とてもレベルの高い良い試合が出来たと思

います。（好卓会 山崎・山口組）



２０２０年のオリンピックとパラリンオリンピッ

ク大会の開催地が東京に決まった。

アベノミクスと絡めて経済の面から、波及効果

３兆円、関連経費を含めれば１００兆円とも言わ

れている。この機に乗じて「日の丸・君が代の強

制」など特定思想の押しつけが行われる恐れがあ

るがそれはまた別の機会として、テーマに戻して

論を進めたい。

ブエノスアイレスでのＩＯＣ総会で安倍首相は

「福島の汚染水はブロックされていて、現在も将

来も完全にコントロールされている」と大見得を

切った。これに対してある漁民は「そう言うのな

ら、ここに来て一滴でも（水を）なめてもらいた

い」と言う。安倍首相の発言については、与党内

からも「言い過ぎではないのか。」などの異論が

出ている。が、国際公約になった発言なので、私

たちは国に汚染水対策を完全に守らせるために、

安倍発言を大いに利用すべきと考える。汚染水対

策ができなければ最悪の場合、大会返上と言うこ

とにもなりかねない。

もう一つの健康問題は、大会日程である。オリ

ンピック招致委員会の開催日程によると、開会式

は７月２４日で、翌２５日～８月９日までの１６

日間に競技が行われることになっている。

しかし、７月下旬から８月上旬というのは、１年

で一番気温の高い時期で、東京では３５度を超え

ることも珍しくない。しかも近年はその猛暑日が

明らかに増える傾向にある。

実際に今年の８月上旬は３５度前後の日が１週

間以上も続き、記録的な暑さになったことは周知

のとおりである。 アスリートの健康を守り、パ

フォーマンスの発揮の観点からも、かつ観客の健

康を守るためにも大会日程の変更を要求する。

１９６４年の東京大会の日程が、天候を考慮して

決まったというのは有名なはなしである。アスリー

ト・ファーストの観点を重視してほしい。

１０月２５日（水）第８回常任理事会が開催さ

れました。初めに９・１０月の活動が報告されま

した。９月に開催された茨城での卓球大会（出前）

では次年度、茨城の愛好者で大会を開くための懇

談会が大会後開かれたとの報告がありました。

県・千葉市との懇談会について

１１月１日（金）と１４日（木）に行われる県

及び千葉市との交渉については４つの項目に絞り

話合いをすることを確認しました。

１．私たちの組織の概要と活動について説明。

２．各協議会から出された要求項目を提出する。

３．スポーツ基本法に則ってスポーツ連盟をスポー

ツ団体として認知することを要望する。

４．スポーツ予算を増額し、スポーツ愛好者のす

そ野を広げる予算を要求する。

交渉には理事長、副理事長、事務局長、事務局

次長の４名で当ることも確認しました。

「スポーツのひろば」誌の宣伝・普及について

全国理事会では今年度末までに５００部増誌に

ならないと元の１冊５４０円に戻さなければなら

ないとの結論から千葉県でも１０部は増やそうと

話し合いました。１０月は卓球と野球でそれぞれ

１部ずつ増やしていますが、９月に減誌も報告さ

れています。引き続き各協議会での宣伝・普及活

動に努力してもらうことが確認されました。

財政について

ぼぼ予算案通り執行されていますが、バレーボー

ル協議会からの分担金と各協議会からの事務支援

費並びに大会毎の事務所維持費が予定通り入金さ

れないと厳しい状態になっています。

なお、地域によって県への分担金の金額が異な

る卓球協議会について来年１２月の全国祭典終了

後、改めて協議会で話し合うことになりました。

第8回常任理事会の報告２０２０東京五輪と健康問題
常任理事 秋本信孝



久々のバドミントンの紹介です。

今回は９月７日（土）千葉県スポーツ祭典・バド

ミントン大会に参加した高等学校バドミントン部

を紹介します。

１．チーム名 県立船橋啓明高校バドミントン部

２．代表者 顧問 宮川隆司先生

男子部長 佐藤亮祐 女子部長 横山朝華

３．連絡先 船橋市旭町３３３ 船橋啓明高校

４．チームの概要（人数・練習日程・部の歴史・

実績等）

現在男子２０名、女子１６名計３６名で活動し

ています。今年３月に体育館の耐震工事が終わり、

４月から通常の練習が出来るようになりました。

それまでの半年間の工事中は思うような練習が出

来ず部員も大変な思いをしました。

この先は１１月の新人戦に向けて頑張って練習を

続けていきます。

（左端が顧問の宮川先生）

５．チームのアッピール（チームの特徴・目標等）

初心者も経験者も同じ体育館で仲良く練習をし

ています。地区を勝ち抜いて県大会に出ることを

目標に日々練習をしています。

手前白のユ

ニホーム

啓明高校男

子

家庭婦人

のチームと

対戦する啓

明高校女子

５．その他（顧問の先生について）

顧問の先生は普段は温厚で優しいですが、時に

けじめがないとしっかりと怒り指導してくれます。

３人の顧問がついており、それぞれの先生方が私

たちチームメイトをいろいろな形で応援・指導し

て下さり、私たちは日々切磋琢磨することが出来

ます。毎日が楽しいです。（女子部長 横山朝華）

（大会では本部役員として運営に携わりました）

クラブ紹介
啓明高校バドミントン部

バドミントン協議会（準）

冬季バドミントン大会
期 日 ２０１３年１２月２１日（土）

会 場 習志野市袖ヶ浦体育館

協 賛 ピークスポーツ

種 目 男子・女子団体戦（４～８名）

１・２・３部

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。

予選リーグの後、決勝トーナメント

定 数 会場の都合により４０チームまで。

先着順

参加資格 特に無し

参加費 １チーム8000円 中高生7000円

表 彰 第３位まで

申込み １１月３０日（土）必着

申込先 スポーツ連盟バドミントン協議会（準）

振込先 00100-8-110191バドミントン協議会



１１月 ３日（日）祭典・野球協トーナメント戦

祭典・サッカー大会 決勝

サッカー協 年間リーグ

１１月 ４日（日）祭典・野球協トーナメント戦

テニス協 チーム対抗団体戦

１１月１０日（日）祭典・野球協トーナメント戦

鈴木杯テニス大会

１１月１７日（日）祭典・野球協トーナメント戦

１１月２３日（土）空手協議会 審判講習会

１１月２４日（日）祭典・野球協トーナメント戦

フット・ア・セット全国ファイナル大会

１１月３０日（土）鈴木杯テニス大会（混合ダブルス）

スポーツ基本法実現に向けた環境整備の懇談会

千葉市１１月１４日（木）文化・スポーツ部

１２月 １日（日）祭典・野球協トーナメント戦

テニス協男女別チーム対抗団体戦

１２月 ７日（土）ミックスバレーボール大会

船橋混合ダブルス卓球（印西市）

１２月１５日（日）祭典・空手大会

１２月２１日（土）冬季バドミントン大会

全国軟式野球大会 １１月 ２・３日 岐阜

全国バレーボール大会１１月１６・１７日埼玉

全国テニス大会 １１月１６・１７日愛知

全国卓球大会・年代別11月30日・12月１日札幌

全国ミックスバレー大会11月30日・12月１日静岡

全国卓球大会・一般 １２月 ７・８日神奈川

全国バドミントン大会１２月 ７・８日 愛知

※現在署名は４３５筆となりました。

１１・１２月行事予定


