
１月２６日（日）千葉県総合スポーツセンター

庭球場において恒例の新春チーム対抗テニス大会

が開催されました。１月ということで、何チーム

集まるか心配されましたが、４５チーム２７０名

と過去最高の参加者数でした。

当日は午前中は春を思わせる暖かさ午後はみぞ

れが降りだす真冬の天候で大会事務局としてはど

うなるかと心配しました。

参加チームが多かったため、予選リーグと順位

トーナメント２回戦までは試合が出来ましたが、

日没のため３回戦からは６人全員のジャンケンの

勝ち抜き戦を実施。熱戦？が繰り広げられ夕方暗

くなってからやっと優勝チームが決まりました。

（開会式に先立ち全チームに集まって頂きました）

予選リーグは４～５チームで行われました。

各ブロックの結果

Ａブロック

１位 ラスティック ２位 オニオンスープ

Ｂブロック

１位 ピンクパンサーB ２位 ラスティックⅡ

Ｃブロック

１位 グッピーズ ２位 Ｔ－ＡＳＫＡ

Ｄブロック

１位 まりも（ラ・フェット）２位 千羽鶴

Ｅブロック

１位 ﾗ･ﾌｪｯﾄ･ﾊﾙｸ ２位 TenniSports

Ｆブロック

１位 テニコミ千葉 ２位 炭酸水

Ｇブロック

１位 Aming-1 ２位 ブラックソックス

Ｈブロック

１位キイロイトリ ２位 Ａｍｉｎｇ－２

Ｉブロック

１位 ミッドナイトテニス ２位 Ｎ・Ｔ・Ａ

Ｇブロック

１位 TEAM NARASHI ① ２位 チームベビィ

Ｋブロック

１位 ゆうすけﾗﾘｱｯﾄ ２位 スマイル

各ブロックの１・２位決勝トーナメント結果

１位トーナメント

優 勝 ピンクパンサーB

準優勝 オニオンスープ

第三位 Ａｍｉｎｇ－１ 同 Ａｍｉｎｇ－２

２位トーナメント

優 勝 ＩＫＵＭＡ

準優勝 えむえむてぃ

第三位 らくれん 同 疾風

Ｓｐｏｒｔｓ Ｎｅｔ
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優勝 ピンクパンサーＢ（１位トーナメント）

新春チーム対抗テニス大会開かれる

テニス協議会では現在、なのはなテニス大会

を千葉青葉の森公園テニスコートにて開催し

ています。



前号で千葉市との懇談会の概要を紹介しました

が、個別回答について報告します。

１ 野球場

・美浜ふれあい広場関連要望（バックネット防

御カバー・ラインカー）

→ 県印旛地区下水事務所が管轄。伝達済み。

・青葉の森／千葉公園野球場一般枠の増加を

→現状の枠増は難しい。区レベルの空き球

場（２６カ所）の活用をはかってほしい。

（市側と話し合う連盟役員 左から園川副理事長

浅沼理事長 金子事務局長）

２ ポートアリーナ

・使用料の減額 → 市の方針として運営費５

０％、税金５０％で対応している。

1.5倍の以上の増額は行えない。減額は困難

・冷房費の減額 → スペースが広いのでそれ

なりに費用がかかる。減額は困難。

途中中断するなどで対処してほしい。

３ テニスコート

・青葉の森テニス場トイレ悪臭 → 県・公園

管理課が窓口。指定管理者宛に申し入れ。

・高浜／海浜テニス場トイレ悪臭 → 市・公

園管理課に伝える。

・テニスコート使用料減額 → 上記使用料と

同様。減額は難しい。

４ 青葉の森陸上競技場

・配線の不具合 → 認識している。写真判定

は２４年度に改修している

・駐車場利用割引制度 → 減免申請をしたら

どうか？県の社会教育関係者などが対象。

県まちづくり公社が窓口。

５ 体育館

・古市場公園スポーツ施設の備品整備（バレー

ボールアンテナなど） → 検討する。

・千葉公園体育館 → キャパが狭い。平成２

７年度以降の実施計画で検討したい。

・共通利用券 → 指定管理者とそれ以外の施

設とは所管やｋ管理方法が違うので共通化は

不可。

・廃校施設の公表 → 地域の要望などをくみ

取り管理を考えると難しい。現在進行中のも

のは磯辺二中のみ。特に体育館は管理がどこ

に帰属するかで困難。グランドは比較的ｽﾑｰｽﾞ。

６ その他

・ホットラインは → スポーツ振興課となる。

・蘇我地区スポーツ公園利用方法 → １２月

議会で指定管理者が決まる。１２月中旬に発

表する。ただし野球場は大人球場（硬式）と

しては使用不可。少年野球・ソフトボールな

どには使用可。野球場２面／サッカー場２面

１月２２日（水）第１１回常任理事会をスポー

ツ連盟の事務所で行いました。

初めに１２月末から１月２２日までの活動報告

と２月の行事等の確認がなされました。

討論では３月１５日・１６日に開催される全国

総会に千葉からの代議員として園川副理事長 金

子事務局長 竹村常任理事 日野事務局次長が出

席することになりました。全国総会議案の検討で

はスポーツのひろば誌の料金について二重価格で

はなく、キャンペーンが終了したのだから以前の

金額に戻した方が良いのではないかとの結論にな

りました。

千葉県連盟の総会に向けて討論では、野球、卓

球そしてテニスの代議員の一部が確定しているこ

とを確認するとともにまだ決定していない協議会

には早急に選出するよう働きかけることを確認し

ました。

また県連盟総会の議案検討を行いました。スポー

ツ情勢、活動報告、活動方針等について担当者か

ら提案があり、引き続き２月の常任理事会や理事

会で検討することになりました。サブテーマは本

年度のものを踏襲することが決まりました。

千葉市との懇談会（２）

第11回常任理事会の報告



昨年１２月１５日に千葉市宮野木スポーツセン

ターにおいて第４９回千葉県スポーツ祭典・空手

大会が開催されました。

春に組手を中心に行ったため当初、組手中心の

大会を予定していましたが、より多くの参加者を

募ることから、形競技も入れ開催することになり

ました。大会には１２団体、１５５名の選手が参

加し、熱戦が繰り広げられました。

試合の結果は以下の通りでした。

形競技
幼児の部

優 勝 清水 瑠星（功道館）

準優勝 中村 海斗（功道館）

小学１年初・中級

優 勝 小川 悠翔（納侍塾）

準優勝 渡辺 将弘（納侍塾）

小学２年初・中級

優 勝 芳川 皇明（納侍塾）

準優勝 西岡 陸玖（拳夢館）

小学１・２年上級

優 勝 平子 穂乃花（拳夢館）

準優勝 柏崎 彰秀 （納侍塾）

小学３年初・中級

優 勝 三國 颯太（拳夢館）

準優勝 風間 悠 （拳夢館）

小学３年・上級

優 勝 高橋 大和（勝山会）

準優勝 藤田 稜平（葵塾）

小学４～６年初・中級

優 勝 石渡 康太（葵塾）

準優勝 白川 愛太（納侍塾）

小学４年上級

優 勝 鈴木 健太（拳夢館）

準優勝 飯田 ゆず（納侍塾）

小学５年上級

優 勝 留目かすみ（功道館）

準優勝 石川 陽美 （国武館）

小学６年上級

優 勝 室星 侑冴（功道館）

準優勝 小川 祐輝（功道館）

中学生の部

優 勝 佐藤 駿祐（錬極館）

準優勝 内山 翔 （拳身会）

一般の部

優 勝 山口 道人（拳身会小中台）

準優勝 新井 千絵（真心会）

組手競技
幼児の部

優 勝 中村 海斗（功道館）

準優勝 宮崎 泰一（錬極館）

小学１年・男女

優 勝 宮内 愛美（功道館）

準優勝 木本 玲央（国武館）

小学２年・男女

優 勝 山脇 勇希（葵塾）

準優勝 徳永 幸誠（拳夢館）

小学３年・男女

優 勝 藤田 稜平（葵塾）

準優勝 高橋 大和（勝山会）

小学４年 男女

優 勝 友部 力輝（幸心館）

準優勝 鈴木 健太（拳夢館）

小学５年・男女

優 勝 木本 瑠偉（国武館）

準優勝 石渡 康汰（葵塾）

小学６年・男女

優 勝 尾形 豹雅（納侍塾）

準優勝 速永 一真（袖ヶ浦拳友会）

小学５・６年 女子

優 勝 留目 かすみ（功道館）

準優勝 小林 向日葵（拳身会）

中学生・男子

優 勝 松本 隼 （錬極館）

準優勝 佐藤 駿祐（錬極館）

一般男子の部

優 勝 三橋 基弘（錬極館）

準優勝 芦田 弘 （真心会）

団体戦
優 勝 国武館（木本・友部・木本（瑠））

準優勝 納侍塾 第三位 功道館・拳夢館

優勝（団体戦） 国 武 館
第４９回千葉県スポーツ祭典・空手大会開かれる



１０月１３日（日）から始まったサッカー協議

会の年間リーグですが、残すところ２，３月の８

日間となりました。

１月は雨そして２月の雪の影響もあり、運営す

る役員は大変苦労していますが、年度中に終了さ

せようと頑張っています。

現在の進行状況は以下の通りです。

１部
ＦＣバルサン 勝点 ７

２勝１敗１分 １７得点 １０失点 差７

ＦＣリベルタ 勝点 ５

１勝０敗２分 １２得点 ７失点 差５

夜の盗賊団 勝点 ６

２勝２敗０分 ６得点 ８失点 差-２

ＨＥＬＬＣＡＴＳ 勝点 ７

２勝０敗１分 ７得点 ４失点 差３

パルテスール 勝点 ３

１勝０敗０分 ４得点 ３失点 差１

さむらい 勝点 １

０勝２敗１分 ６得点 １１失点 差-５

ヤンキース 勝点 ２

０勝１敗２分 ７得点 １２失点 差-５

カメラート 勝点 １

０勝２敗１分 ４得点 ８失点 差-４

２部
ＵＲＡＢＡＮＯ 勝点 ２

０勝１敗２分 ４得点 ５失点 差-１

新検見川 勝点 ４

１勝１敗１分 ６得点 ７失点 差-１

茂原ＦＣ 勝点 １

０勝１敗１分 ２得点 ５失点 差-３

Ｎｉｋｏ ＦＣ 勝点 ３

１勝１敗０分 ２得点 ３失点 差-１

ＦＣ ＣＲＯＷＳ 勝点 ２

０勝１敗２分 ５得点 ７失点 差-２

ＣＩＥＬＯ 勝点 ４

１勝０敗１分 １１得点 １失点 差１０

ワイルドマジョーラ 勝点 ３

１勝２敗０分 ５得点 ７失点 差-２

アベニーダ 勝点 ６

２勝０敗０分 ６得点 １０失点 差-４

ラッセル 勝点 １０

３勝１敗１分 １３得点 ９失点 差４

年間リーグ２月の予定
２月 ２日（日）加茂運動公園

ＣＩＥＬＯ 対 新規チーム

ＦＣ ＣＲＯＷＳ 対 ワイルドマジョーラ

２月 ９日（日）千葉県総合スポーツセンター

ワイルドマジョーラ 対 アベニーダ

Ｎｉｋｏ ＦＣ 対 ＦＣ ＣＲＯＷＳ

姉崎サッカー場

ＵＲＡＢＡＮＯ 対 茂原ＦＣ

ＦＣバルサン 対ヤンキース

ＨＥＬＬＣＡＴＳ対 カメラート

市津運動公園

夜の盗賊団 対 ＦＣリベルタ

ＣＩＥＬＯ 対 新検見川

２月１６日（日）加茂運動公園

ＣＩＥＬＯ 対 茂原ＦＣ

ＦＣリベルタ 対 さむらい

新検見川 対 ワイルドマジョーラ

ＦＣバルサン 対 カメラート

年間リーグ進行中
千葉県サッカー協議会



千葉県空手協議会に加盟。年２回の大会には必

ず参加している常連クラブ。昨年末のスポーツ祭

典で伺いました。

①クラブ名（チーム名） 拳夢館

②代表者名 大野賢治

③連絡先 千葉市若葉区都賀

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）

巧道館から４年前に独立して新たに立ち上げた

道場です。空手を通して個々の夢に向かって頑張っ

て貰いたいとのことで拳夢館という名前をつけま

した。

現在、幼児から一般の方、４０名、千葉市の桜

木公民館で週２回の練習に励んでいます。

特徴としては、親・指導員・子ども達の団結力

がある道場だと思います。

（２列目 右から２番目が大野館長 多くの保護

者の支えが伺えます。）

⑤クラブのアッピール（２６年度の抱負など）

スポーツ少年団の大会だけでなく、佐倉市や佐

原市で開催している大会などいろいろな大会やイ

ベントに参加しています、

生徒達が生涯、空手の精神を持って練習に励む

ことのできる道場にしたいと思っています。

⑥その他（スポーツに関する情報・スポーツ連盟

に期待すること等）

スポーツ連盟の年２回の大会に期待しています。

これからも宜しくお願いします。

団体戦出場

選手（西岡

三國 大木）

三位

に入賞

今年の青葉の森リレーマラソンは５月２５日

（日）に開催されます。２月１日（土）に受付開

始、７日（金）に締め切られました。

開催期日や会場が良いことから例年応募数が多

く、近年はインターネットやホームページの掲載

は止め前年度申込みチームにのみ連絡をだしてい

ますが、今年も３１７チームの申込みがありまし

た。（昨年は３７９チームの申込数でした）

事務局としては、シードチーム（前年度 総合

６位 各部門３位）や大会運営上必要なチーム

(病院関係・県連盟の活動や行事に積極的に参加

いている）以外は抽選としています。１７日に抽

選、当落のお知らせを各チームに郵送する予定で

す。当選チームは３月１日（土）までに参加費を

納入することになっています。参加費は大人１人

2000円 中学生１人800円 小学生１人500円

クラブ紹介

拳 夢 館
千葉県空手協議会

３１７チームが応募
青葉の森リレーマラソン

締め切る



年代別会場

北海道・札幌

北海きた

えーる

年代別開会式

千葉県選手団

年代別60才以上

卓愛会

野田・田中組

年代別70才以上

ジャスミン

寒河江・岸田組

年代別60才以上

中央クラブ

澤井・渡部組

年代別60才以上

幕張シェル

河西・村元組

一般会場

神奈川県・小田

原アリーナ

開会式の様子

一般男子団体

優勝

ＷＲＭの

皆さん

２月 ２日（日）サッカー協議会・年間リーグ

なのはなテニス大会

２月 ９日（日）サッカー協議会・年間リーグ

２月１１日（日）加盟杯卓球大会

２月１４日（金）～１７日（月）祭典・スキー

２月１６日（日）サッカー協議会・年間リーグ

テニス協議会運営委員会 ２月１６日

リレーマラソン事務局会議 ２月１７日

空手協議会事務局・審判部会 ２月１８日

野球協議会総会 ２月２２日

第３回理事会 ２月２６日

３月 ２日（日）サッカー協議会・年間リーグ

３月 ６日（木）スリーダブルス卓球大会

３月 ９日（日）サッカー協議会・年間リーグ

３月１６日（日）サッカー協議会・年間リーグ

野球協議会・リーグ戦

３月２３日（日）サッカー協議会・年間リーグ

野球協議会・リーグ戦

３月３０日（日）サッカー協議会・年間リーグ

全国サッカー協議会・総会 ３月１日・２日

全国連盟・総会 ３月１５日・１６日

千葉県連盟・総会 ３月２２日

２・３月行事予定

第２１回全国卓球選手権大会から


