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四街道 市 で 初 の 春季卓球 大会 を 開 催
「春季卓球大会」が4月26日（土）四街道総合公

フを迎え、全国大会運営の研修も兼ねて、春季大会

園体育館で開催されました。今年度は会場が取れず

を運営してみました。順位の付け方、テ ー ブ ル の

開催が危ぶまれていましたが、偶然他団体がキャン

アナウンスの仕方などの練習も行われました。

セルしたとの情報を得、申し込んだところ幸運にも
借りることができました。

参加者の感 想から
・初めての体育館でしたが気持ちよく一日過ごせて
楽しかったです。ありがとうございました。
（フォルテ）

25台を使用 して
試合を 進行

・一位から4位までトーナメントがあり、試合数も
ある程度出来たので良かったです。
（ミックス）
・平均年齢が高い割に密度が濃かったと思います。
もう少し若い人が欲しかった。次回もぜひ参加した
いと思います。（フリーダム・茨城からの参加）
（日野 正生）

男子団体戦（女子の参加

結果は次の 通り

も可） 中央クラブ対卓初
会（ リーグ戦よ り）

男子１位ト ーナメント

優
例年、ポートアリーナを会場に開催していたので
すが、どうしても確保できないので困っていたとこ
ろでした。交通の便が悪かったり場所を知らない人

優

勝

Just

（島崎・高橋・浦辺・能登）

男子３位ト ーナメント

チームが集まり熱戦を繰り広げました。
一般市民として会場を借りていたため、8時50分

優

まで会場に入ることができないため、外で受付を済

優

勝

チームへなちょこ②（古川・島倉・小峰）

男子４位ト ーナメント

ませ、参加者全員で会場設営をしました。スタッフ、

勝

ミックス

（永澤・鈴木・金本）

女子１トー ナメント

優 勝
準優勝

今大会は１ダブルス２シングルスの男女別団体戦

チームへなちょこ①（髙田・西田・福島）
チームTogane（伊藤・高橋・黒石・酒井）

女子２位ト ーナメント

で行われました。4チームまたは5チームの予選リー
グのあと1位、2位、3位、4位トーナメントを行い、

優

大変楽しく、充実した大会となりました。

優

勝

幸②

（佐藤・目原・祓川）

女子３位ト ーナメント

なお、今回は今年の12月に「全国スポーツ祭典・
卓球大会」の開催県となっているため、新しいスタッ

木更津クラブ②（斉藤・伊藤・佐藤）

男子２位ト ーナメント

が多かったりするなど、悪条件にもかかわらず６０

選手が一緒になって大会を作り上げる姿が見られま
した。

勝

準優勝 木更津クラブ①（小林・飯田・藤本・礒部）

勝

フォルテ

（永澤・鈴木・三浦）

女子４位ト ーナメント

優

勝

スヌーピー

（飯田・木村・岸田・遠藤）

八街 排 球ク ラブ Ａ （優 勝 ） ROUGE Ａ（ 準 優 勝）
11月 末 開 催 の 全 国 大 会 （ 名 古 屋 市 ） に 駒 を 進 め る
第50千 葉県ス ポー ツ祭 典はミック スバレ ーボールか ら開幕 ！
五月晴れのすがすがしい空気の下、4月27日

ント戦が開始。中でも1位トーナメント戦に駒を

（日）第30回全国スポーツ祭典予選会を兼ねた第

進めた「八街排球クラブＡ」の闘いは圧巻！最初

50回千葉県スポーツ祭典「第4回ミックスバレー
ボール印西市大会」が参加12チーム、総勢128名

の相手「ドラニコフ」を2－0で撃破。続く本大会
の常連チームで昨年末の交流大会でも好成績を収

の選手が集まり印西市・松山下公園体育館で開催

めた「ROUGE

されました。

事優勝の栄冠を勝ち取り、全国大会へと駒を進め

同会場での開催は、2012年に出前大会を開催し
てから4回目となりますが、今回は全国大会予選

ることとなりました。一方、準優勝となった「RO
UGE Ａ」も、最初の相手「歯医者と衛生士と私」

会を兼ねることから、会場に続々と集まってくる

と1時間を超えるフルセットの末、2－1で下し、

選手の表情もいつもとは違ってテンションも高く

「八街排球クラブＡ」との決勝に臨みました。残

感じました。

念ながら決勝では2－0のスコアで敗れはしました
が、得点が入るたびにチーム全員で雄叫びを上げ
開会式の様 子

Ａ」を、これまた2－0で破り、見

るチームワークの良さは天下一品。全国大会でも
きっと好成績を残してくれる予感を感じました。
午後5時40分、2位トーナメント戦、3位トーナ
メント戦もすべて終了。久しぶりに参加頂いたチー
ムも、常連のチームも、いずれも少なくとも1日3
試合をこなした結果なのか、かなりお疲れの様子
でしたが、心地よい疲労感に浸って頂けたものと

強力なア タック
負けな いブロッ ク

参加12チームの構成は、大学生を中心としたチー
ムが6チーム、社会人を中心としたチームが6チー

思いました。
３ 位ま での結 果は 次の とおり です 。
優勝
八街排球クラブＡ
準優勝
3位

ROUGE Ａ
ドラニコフ／歯医者と衛生士と私

ムとバランスよく集まりました。また、今回は同
チームから2組出しているチームが3組もあり、組

なお、閉会式では優勝／準優勝チームには賞品と
して試合球をそれぞれ優勝チームに2個、準優勝

み合わせ抽選にやや手間取りましたが、予定より

チームに1個が副賞として理事長から表彰状とと

若干遅れ午前10時に3面のコートで同時に試合開

もに贈られました。

始。12チームを四つのブロックに分け、それぞれ
各2試合、合計12試合を行う予選リーグを実施し

（園川 峰紀）
優勝

ました。シーソーゲームあり、フルセットまでも

八街 排球クラ ブＡ

つれる試合あり、力強いバックアタック、ジャン
プサーブ、それをいとも簡単に受けるレシーブあ

の皆 さん

りといずれの試合も熱戦が続き、ミックスバレー
の醍醐味に浸っているうちに主催者側も時間を忘
れ、気が付いたら予選リーグが終わる時間になっ
ていました。
予選リーグの結果、1位トーナメント戦へ4組、
2位トーナメント戦へ4組、3位トーナメント戦へ4
組がそれぞれ進み、午後2時10分から各トーナメ

準優勝
ＲＯＵ ＧＥ
の皆さ ん

Ａ

優勝 Ｆ Ｃ リベル タ （千葉 ）

フット・ア・セッ ト全国交流大会 開 催
どんよりと曇った春冷えが厳しいピッチにフッ

結果は以下の通りでした。

トアットに興じる選手の声がこだましていました。 一 般の 部
4月20日（日）プロサッカーチーム・ジェフユ
ナイテッド千葉の本拠地。蘇我スポーツランドの

優 勝
準優勝

ＦＣリベルタ
（千葉）
ワイルドマジョーラ（千葉）

フクダ電子スクエアで全国ファイナルサッカー大

第三位

カメラート

（千葉）

会・第5回フットアセット全国交流大会が開かれ

第四位

ＦＣバルサン

（千葉）

ました。
大会には東京から１チーム、大阪から1チーム、

参加チームはこの他
さむらい（千葉）・夜の盗賊団（千葉）

神奈川から1チーム、そして地元千葉から７チー

大阪選抜（大阪）・ＦＵＺＺ（神奈川）

ムの合計10チームが参加。

グラスホッパー（東京）・ラッセル（千葉）

フルサイズのコートより半分小さいコート、ジャッ
ジもいない、タッチラインを割った場合スローイ
ンではなくキックイン、ゴールエリアの表示はな

少 年招 待の部
１年生 上位 リーグ

く、ゴールポストもフルコートのそれより小さい。
何と言っても選手の数が7名という少なさから

優勝 アブレイズ千葉ＳＣ
準優勝 大木戸ＳＣ

ボールに触れるチャンスが格段に多い。試合時間

第三位

も10分ハーフ、途中の休憩も一見すると、とって

ときがねＦＣ・ＦＣおゆみ野Ａ

１年生 下位 リーグ

いるのかとっていないのか、息つく間もなく次の
ハーフに。あっという間に1試合が終了。意外と

優勝 ＦＣおゆみ野Ｂ
準優勝 成田ＳＳＳ

点が入りにくい。選手に聞いたところ、「ゴール

第三位

ポストが小さいんですよ。」試合時間が短くても
運動量は結構ハード。そこそこに試合数は稼げる。

ﾊﾟｻﾆｵｰﾙ誉田・同

２年生 招待 の部
優勝 ジョカーレＡ

ジャッジがいないことからズルをする選手がいる

準優勝

ジョカーレＢ

のでは、との危惧は全くない。まさしくフェアプ

第三位

北貝塚ＦＣ

レイの塊のサッカーであると感じました。
なお、本大会には小学生や幼稚園児が主体の少

ﾗｯｿｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ

未就学 の部
優勝 みそら幼稚園Ａ

年ミニサッカー大会も併催されており、終日かわ

準優勝

パサニオール誉田

いい男の子や女の子がボールを追いかける姿や親

第三位

みそら幼稚園C

御さんたちの子供を叱咤激励する甲高い声援が飛
び交っていました。（園川 峰紀）

同みそら幼稚園B

れました。なお使用目的等については今後検討を
加えます。

第１回常 任 理事 会報 告

その他として対県・対市交渉、要求アンケート
4月28日〔月〕スポーツ連盟事務所にて、第42

を継続して行うこと、「ＳｐｏｒｔＮｅｔちば」

回千葉県連盟総会後、初めての常任理事会が開催
されました。常任理事会は三役会議〔理事長・副

の記述担当を決め、編集については常任会議で行
う等が審議されました。

理事長・事務局長・事務局次長〕で出された議題

常任理事会議の概略を示しましたが、詳細につ

を討議します。
いて今後は理事及び各種目の運営委員長には事務
初めに「スポーツのひろば誌」の読後感想の後、 局よりメール配信をしますのでそちらを参照して
事務局長からの各種目協議会の報告がありました。、 貰うことになりました。（浅沼 義明）
続いて次回常任理事会までの活動予定、そして協
議事項の討議を行いました。

スポー ツアラカルト
《サッカーという名称について》
「蹴球」、「フットボール」と聞いて何を思い
浮かべますか。すぐに「サッカーだ｣と答える人
はなかなかの通ですね。「足で扱う(足を使って
も良い)球技」全般を指す用語として日本語に訳
されたものですが、広義にはサッカー、ラグビー、
アメリカン・フットボールを指し、狭義にはサッ
カーを指します。ちなみに厳密に言う場合は、サッ
カーのことは「ア式蹴球（アソシエーション・フッ

今回は総会から4月28日までの間に、スポーツ
祭典として最初にミックス・バレーが１２チーム

トボール）」ラグビーのことは｢ラ式蹴球（ラグ
ビー・フットボール）｣と呼んでいました。現在

で開催され、おいおい協議会結成に持って行けれ

はあまり使いませんが。

ばとのこと。サッカーではフクダ電子スクエアで
全国交流フット・ア・セット大会と並行して初め

日本サッカー協会の英語名は(Japan Football
Association)ですし、国際サッカー連盟(FIFA)の

てフット・サル少年大会が開催されたこと。バド

フルネームもフランス語で Fédération Internat

ミントン大会がチーム数減少で開催できなかった

ionale de Football Association(直訳すれば：

ことなどが報告されました。
サッカー協会国際連盟)です。どこにもサッカー
協議事項では県連盟の体制について話し合われ、。 という単語は入っていません。
常任理事の役割分担として理事長＝園川峰紀
理事長＝淺沼義明・本田 満

副

ではサッカーという名称は何かといえば、省略

事務局長＝金子泰

語です。Association の中間の綴り「soc」に「e

夫 事務局次長＝日野正生 財政担当＝竹村昭
広報担当＝秋本信孝 ひろば誌担当＝吉田嬌子
スポーツ部担当＝小高一修

r」を付け「c」をダブらせて「soccer」とし、
「サッカー」と発音したものです。

平和運動担当＝田久

略称であるサッカーを日本協会は今から40年前

保孝一が決定されました。
次に総会にて問題となった総会の構成員・代議

団体名に採用しました（英語名はそのまま）。親
しみやすさはあったと思いますが、世界的に見れ

員について規約および補則の改定案が園川理事長

ば正式名に使用しているのは少数派ではないでしょ

よりあり、検討して第２回理事会に提案します。

うか。

ひろば誌の普及については年間購読者（４月現
在１０７名）を１３０名にすることを目標にしま

1921（大正10）年 大日本蹴球協会が創立
1947（昭和22）年 日本蹴球協会に改称

す。総会でも提案された連盟活動維持特別基金に

1974 (昭和49）年 財団法人（ 現 在 は :公 益 財 団 法 人 ）

ついては廃部したゴルフクラブからの１０万円あ

日本サッカー協会に名称変更。

まりとランニングクラブからの５０万円が計上さ

（秋本信孝）

クラブ 紹介

ＲＯ Ｕ ＧＥ
「Sports Netちば」では毎号、クラブ紹介を掲

います。最初は１勝もできませんでしたが２年目
の昨年は１勝しました。
今年はぜひとも決勝トーナメント戦に進みたいと
願っています。
各地の大会において上位での闘いでは、ROUGE同
士での対戦を観客の皆さんに見せたいものです。

載していますが、今回初めてミックスバレーボー
ルの紹介となります。
その第一号は4月27日に準優勝したＲＯＵＧＥ
です。
①クラ ブ（ チーム ）名 〔ＲＯＵＧＥ〕
②代表 者 〔阿部 辰哉〕
③連絡 先（ 住所）
〒276－0003
八千代市大学町1－1－1

秀明大学第3学生寮

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 ）
千葉の大会は年２回開催されており、初心者が
④チームの概要（名前の由来・チームの特徴・

比較的多いROUGEとしては、比較的参加しやすい
大会です。今後複数以上（例：同一チームから３

練習日 程・ 人数等 ）

チームの参加）のチーム参加が可能になるような

・千葉秀明大学の部活動として創立してから7年

大会運営をしていただけたら嬉しいです。

目を迎えました。名前の由来は、「紅」のように
熱く燃えるバレーボールをしたいということから
名付けた。
・チームの特徴としては、男女間の仲が非常に良

第4回ミ ックスバレーボー ル
印西 大会より
参加チ ーム一 覧

いこと。学生が全国から集まってくることからプ
レースタイルが多種多様であること、初心者が入

恋するフォーチュンクロッキー
ＮＭＳ

印西市

部しやすいこと等があります。

Ｖｉｏｌｅｔｓ

印西市

・練習時間は、火・木・日の週3日、火・木は16：
00～17：30、日は16：00～20：00

ＰＡＧＯＯ
ＲＯＵＧＥ

千葉市
八千代市

・部員は1年～4年まで総勢60名強。ほぼ全員が教

ドラリーニョ

東京都北区

員を目指していることから教え合うことが練習で

ドラニコフ

八千代市

もよく見られる光景です。
・クラブの活動は、主に千葉県八千代市の秀明大

歯医者と衛生士と私
八街排球クラブ Ａ＆Ｂ

印西市
八街市

学キャンパスで行っています。

園芸バレー部

松戸市

⑤クラ ブの アッピ ール （１ ４年度 の抱 負等）
ミックスバレー全国大会に3年前から参加して

Ａ＆Ｂ

柏市

※１２チームが４ブロックに分かれて熱戦

５・６月 行 事 予 定
５月

４日（日）市原オープンダブルス大会

６月

（市原卓球連絡会）
５月

１日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協議会年間リーグ

５日（祝）野球協議会リーグ戦

６月

７日（土）シニアテニス大会

５月 ６日（休）野球協議会リーグ戦
５月１１日（日）野球協議会リーグ戦

６月

８日（日）野球協議会リーグ戦
祭典・陸上競技大会

サッカー協議会年間リーグ

祭典・サッカー大会

５月１７日（土）春のバ レーボール フェステ ィバル

春季テニス大会

５月１８日（日）野球協議会リーグ戦
サッカー協議会年間リーグ

６月１５日（日）野球協議会リーグ戦
春季テニス大会

５月２４日（土）登録クラブ・ミックス団体戦

祭典・サッカー大会

リーグ戦（前期）市原卓球連絡会
５月２５日（日）野球協議会リーグ戦

６月２２日（日）野球協議会リーグ戦
春季テニス大会

サッカー協議会年間リーグ

祭典・サッカー大会

青葉の森リレーマラソン

６月２８日（土）春季テニス大会

春季テニス大会

６月２９日（日）野球協議会リーグ戦

第48回全国 軟式 野球 大 会
○勝点３
▼勝点０

●勝点０
□勝点１（引分）
★勝点－１（審判遅刻・欠席）

千 葉県 予 選 会

途 中経 過

△勝点３
▲勝点－１（不戦敗） ▽勝点３
◆試合放棄－３（誰も球場に来ない場合）※雨天中止

