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JR EASTランナーズ、2年ぶりの優勝！

おしくも大会記録（2時間7分8秒）にわずかに及ばず！～２時間７
分１６秒～
五月晴れの爽やかな風に誘われ、今年も2000名

レース途中、リレーゾーンで待っているチーム

を超えるランナーが『千葉・青葉の森』に集まり
ました。昨年と同数の240チームがエントリー。

の方々にマイクを向けると「最高です！」「楽し
い！」「頑張ります！」とレースを思いっきり楽

残念ながら1チームが人数が揃わないということ

しんでいる雰囲気がビンビン伝わってきました。

でDNS。合計239チームの参加となりました。

一人では決して走りきれないけど、仲間と一緒な
ら走れる、子供でも大丈夫！というリレーマラソ
ンならではの楽しみを十二分に味わいながら走っ
ている様子がうかがえました。
そして、スタートしてから約2時間を経過した
頃、ようやくトップグループの姿がフィニシュか
らも見え始めました。デッドヒートを繰り返し追
いすがる「韋駄天アスリート」を振り切ってトッ
プでフィニシュテープを切ったのは「JR EASTラ
ンナーズ（JR東日本選抜チーム）」！その9秒後
に「千葉韋駄天アスリーツ」が2位でフィニッシュ。

レース前は、前年優勝の「轟アスリート」改め
「轟アスレチックスコミットA」を中心に、「JR

昨年の優勝チーム「轟アスレチックスコミットA」
は3位でフィニッシュ。いずれのチームも2時間7
分～8分台の好成績でレースを終えました。

東日本チーム」「千葉韋駄天アスリーツ」等過去
に実績のある4～5チームが絡んだ展開になるので
は？という予想。 午前10時ジャストスタート。
スターターの号砲一発、239チームの選手が一斉
にスタート。青葉の森リレーマラソンが始まった
12年前はわずか24チームであったことを思えば感
慨もひとしおでした。
さて、レースは素晴らしいダッシュを見せた
「千葉韋駄天アスリーツ」がトップを引き、それ
を「JR東日本」が追いかける展開。中盤まで一進
一退の状況が続く。その他のチームも思い思いの
時間設定を事前に決め、チームの仲間同士励まし
合いながら周回を1周、2周と重ねていきました。

フィニシュ後のインタビューでも、来年は必ず
優勝を！という力強い答が返ってきました。
来年もこの３チームが上位を争う展開になるこ

とが予想されます。
その後、続々とフィニシュに飛び込んでくる選
手をチーム全員で迎え、記念写真を撮ったり、仲

審判養成が課題！妙案がほしい！
第7回空手協議会総会開かる

間同士で健闘を称えあう姿が繰り返されました。
そして、いよいよフィナーレ、最終ランナーは
何と小学生の女の子。制限時間4時間が刻々と迫

4月29日（日）宮野木スポーツセンター会議室
で第7回千葉県空手協議会総会が9名の参加（来賓

る中、見事制限時間をクリアーし、会場全員の拍

園川理事長含む）で開催されました。

手の中で歓喜のテープを切り今年のリレーマラソ
ンは幕を閉じました。ちなみに最終ランナーとなっ

2013年度活動報告・決算、2014年度活動計画・予
算が議題となり活発な議論の末、いずれも満場一

たチームは「空手道真心会・キッズ」でした。あっ

致で採択されました。

ぱれ！あっぱれ！
来年は2015年5月24日（日）に開催予定となっ
ています。来年はどんなレースとなるのか今から
ワクワクしてきます。
それにしても皆さん走るのが好きなんですね～
～～♪ （文責

園川峰紀）

優勝
ＪＲ Ｅ
ＡＳＴラ
ンナーズ

議論の中で最も時間を費やしたのが、審判をい
かに養成し増やしていくのか、という課題。今後
空手協議会を継続・発展させていくためには、こ
の課題はどうしてもクリアしなければいけないこ
とは、連盟員全員が認識しているのですが、いざ
「審判講習会」を開く準備を始めても人が集まら
ない、同じ顔ぶれのみ、という状態が続く。打開
策として次のような案が提案されました。

準優勝

・日曜にこだわらずウイークデーの夜に開催した

千葉
韋駄天ア

らもっと集まるのでは、土曜日でも可能と思う。
・講習会となると敷居が高いと感じる人もいるの

スリーツ

では、「合同練習会」形式でもいいのではないか
・父兄の中には審判に興味を持っている人もいる
のではないか、審判は無理でも記録係もあると訴
え、父兄を巻き込んでみたらどうか等々
いずれにしても審判がいないと大会は成立しま
せん。何とかこの1年間で打開策や妙案を見出し
たいとの思いが伝わってきました。
第３位

また、千葉県スポーツ祭典・空手大会について

轟アス

は、議案書では11月30日に実施予定でしたが、県

レチック
コミット

内空手大会と重複していることから、事務局会議・
審判部会で日程調整の上、会場確保を行うことと

Ａ

なりました。

総会は新理事長・田口 淳一氏以

下14名を選出し今年1年の活動をスタートしまし
た。

（文責

園川峰紀）

優

勝

ＮＵＤＥ（男子）ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ（女子）
春のバレーボールフェスタ が 終 了

今年の“春のバレーボールフェスタ”は男子13
チーム、女子6チームの参加のもと、4月26日（土）
花島運動公園体育館・27日（日）千葉県総合スポー

準優勝

ツセンター体育館において予選リーグ、5月17日

健友会の

（土）千葉公園体育館において決勝トーナメント

皆さん

がおこなわれました。
毎年の事ながら、全国でも上位の実力を持つ千
葉県連盟のチームが集まる大会となり、予選リー
グから接戦が繰り広げられ、最後までどちらのチー

女 子

ムが勝つか分からない好ゲームが続きました。
そのような中、男子においては一昨年全国大会

優 勝
準優勝

ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ
健友会

優勝の経験を持つ、“ＮＵＤＥ”が“健友会”を

第３位

Ｓｏｐｈｉａ・

同

２－０で破り優勝。男子決勝では２セットともデュー
スに縺れ込む大接戦であっただけに準優勝となっ

ＡＮＫＯＩＳＭ
優勝

た“健友会”は大魚を逃した感もありますが、試
合後に両チームの選手がお互いを讃え合う素晴ら

KAKAROTTOの

しい決勝戦でした。
また、女子においては全国大会常連の“ＫＡＫ

皆さん

ＡＬＯＴＴＯ”が“健友会”を２－０で破り優勝。
女子決勝もラリーが何回も続き、ボールを落とさ
ない必死のプレーが随所に見られ、改めて千葉県
連盟のレベルを感じさせる好ゲームでした。
この結果、以下の各４チームが8月17日（日）
に神奈川県藤沢市で行われる関東大会に駒を進め
ました。

準優勝
健友会の
皆さん

結果は以下の通りでした。
男 子
優 勝 ＮＵＤＥ
準優勝 健友会
第３位 勝浦倶楽部・ 同

男女とも関東大会でも上位に入る実力を持って
清球会

いるチームばかりなので関東大会での活躍を大い
優勝

に期待出来ると思います。また、今回惜しくも男
女アベック準優勝となった“健友会”や“八街排
球倶楽部”のように男女にて活動しているチーム

ＮＵ ＤＥ

もあり、勝負は勿論ですがバレーボールというス

の皆 さん

ポーツのもと本大会を通じて人と人の和（輪）が
広がっていく事を切に願うとともに、本大会での
各チーム・関係各位の協力に深く感謝いたします。
“ありがとうございました。”
（文責

石原史貴）

第２回常任 理事 会報告

ツ組織を種目別スポーツ協議会に、第１６条の代
議員を構成員に変更などの提案がありました。
対県、対市懇談会について今年も１１月を目途

５月２５日に開催された第１２回リレーマラソ

に５００名以上の賛同者を署名で集め交渉を行う

ン後の疲労感もまだ残る中、２６日に第２回常任
理事会が開催されました。

こと、そのための要求アンケートはＨＰ等を活用
し、多くの人に訴えることになりました。
各協議会の総会の在り方の総括は次回の常任理
事会でサッカー協議会を皮切りに順次検討してい
くことになりました。 なお、あわせて各協議会
の組織状況を点検し、特に分担金の問題点を明確
にしなければならない事を確認。最後に今年大雪
のため、開催できなかったスキー祭典は参加者へ
の返金等の実務を終了し決算報告が出ました。
（文責

常任理事が順番で行う、ひろば誌読後感想では
「国立競技場の建て替え」について、景観・規模・
建築費・維持管理コスト・観客席数・可動屋根な
ど多くの問題点が指摘されていること、また、こ
の問題について「これでいいか？２０２０年 東

浅沼

義明)

スポー ツアラカルト

スポーツ審判員
のジャッジについて
常 任理事 田 久 保 孝 一

京オリンッピク・パラリンッピク開催計画」と題

先日、4月6日（日）千葉市犢橋市民球場におい

して第１回提言討論会が５月３１日に新日本スポー

て第37回全国選抜軟式野球大会の関東大会が開催

ツ連盟附属スポーツ科学設立準備会主催で行われ
ることが報告されました。

されました。前夜の大雨でグランド内野全体に水
たまりがあり、役員・選手協力の下、１時間遅れ

４月２９日以後の報告事項では薫風さわやかな

で10時に試合が開始されました。

中、２３９チームのエントリーで行われたリレー
マラソンは〔ＪＲＥＡＳＴランナーズ〕が２年ぶ

千葉県代表「千城台ヤンキース」は準決勝戦で
神奈川代表の「横浜ＢＰＳ」に残念ながら敗れ、

り優勝、最終ランアーチーム〔空手道心会・キッ

全国大会出場は果たせませんでした。

ズ〕が４時間の制限時間をクリアーして無事終了

関東大会を勝ち抜いた「横浜ＢＰＳ」は5月24

しました。詳細についてはランニング協議会での
検討を受けて後日行うことになりました。そのほ

日・25日静岡県草薙球場で行われた全国大会にお
いて見事優勝を成し遂げました。

か、バレーボールフェスティバルでＮＵＤＥ、Ｋ

ところで、関東大会のもう一つの準決勝戦の試

ＡＫＡＬＯＴＴＯなど上位４チームが藤沢市での

合中の事です。最終回１点を追う攻撃、２アウト

関東大会（８月１７日〕に出場決定、ミックスバ
レー大会ではスタッフを充実すること、ローカル

バッターの打ったボールは本塁前にころがりキャッ
チャーはファーストへ送球。主審はフェアボール

ルール設定の検討などが出されました。また、テ

でキャッチャーゴロ、アウトと宣告しましたが、

ニス・サッカー・空手の総会が開催されましたが、 打者はファールボールとアッピールしました。
今後各種目の総会には本部役員の出席を必須にす
当該バッターとしては、同点もしくは逆点につ
ることになりました。

ながる大事な場面、勝てば決勝戦に駒を進められ

協議事項である「ひろば誌」の普及については

ると一生懸命でしたが、主審のジャッジは覆され

１０部ある無料宣伝誌の活用し、６月の理事会ま
でには１０部の増を目標とします。（６月号和食

ず３アウト試合終了となりました。
その後そのバッターは選手整列時も試合終了後

全国連盟理事長の「スポーツのひろば」の普及運

も更にグランド外においても「今のはファウルボー

動の訴えを参照）

ルだ！！」と不満を訴え続けました。

規約及び補足については第４条の種目別スポー

ク ラブ 紹介の コー ナー に続く

クラブ紹介
八街排球倶楽部
千葉県バレーボール協議会
前回に続きバレーボールクラブの紹介です。
4月27日（日）印西松山下公園体育館で開催され
たミックスバレーボール大会にお邪魔しました。
①

クラブ（チーム）名

⑥

その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

八街排球倶楽部
②
③

代表者
連絡先

森澄 修康
八街市八街

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）

八街市を中心に近隣市町村から参加のメンバー
で構成されています。毎週日曜日の夜、市内の中

盟に期待する事）
６人制の春・秋の大会やミックスバレー等各大
会に楽しく、熱く参加させて頂いています。
バレーボールを通じた仲間、コミュニティが広が
ることを期待しています。
４ ページ の続 き

学校で練習をしています。男女一緒に練習。総勢

プロ野球では開幕ダッシュを続ける広島カー

約３０名が在籍。共に６人制インドアバレーに出
場しており、新日本スポーツ連盟の全国大会出場

プの野村謙二郎監督が4月22日の対ヤクルト
戦で走者が二塁でアウトになった判定を不服

を毎年の目標としています。

として帽子を地面に叩きつけるなどして審判

６人制のほかにもビーチバレーやミックスバレー
にも積極的に参加しているところです。昨年に続
き印西市で行われているスポーツ連盟のミックス
バレーボール大会に出場し優勝しました。

に抗議し、遅延行為で退場になりました。
審判の判定は常に完璧ではありませんが、
従えなければスポーツは成り立ちません。
公認野球規則でも監督や選手が判定に『異
議』を唱えることは許されないと規定してい
ます。
審判の判定を尊重するというスポーツの大
原則を身に着けるべきです。そしてルールと
マナーを尊重してこそ勝利の喜びが味わえる
のでないかと思います。
先日の関東大会で見られた選手（バッター）
の行為は大変残念に思いました。
審判講習会
2月23日

（
⑤

ミックスバレー大会で優勝した皆さん）
クラブのアッピール（14年度の抱負等）
スポーツ連盟の６人制全国大会では男子で２年

前のベスト１６、昨年のベスト８を超えることを
目標にしています。
今年は愛知県で行われるミックスバレーボール

野球協議会

大会に出場を予定しています。ミックスバレーは

運営委員会

まだまだ経験値が少ないので多くの大会に出場し

4月24日

たいと願っています。

６・７月行事予定
６月 １日（日）野球協議会リーグ戦

７月

６日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

空手大会

６月 ７日（土）シニアテニス大会
６月 ８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会
７月１３日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

反核・平和マラソン

祭典・陸上競技大会

７月２０日（日）野球協議会リーグ戦

チーム対抗テニス大会
６月１５日（日）野球協議会リーグ戦

７月２１日（休）野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会

祭典・サッカー大会

７月２７日（日）野球協議会リーグ戦

春季テニス大会
６月２２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・サッカー大会
春季テニス大会

第２回理事会

６月２８日（土）春季テニス大会
６月２９日（日）野球協議会リーグ戦

６月２４日（火）

卓球協議会運営委員会６月２４日（火）
野球協議会運営委員会６月２６日（木）

第４８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０

□勝点１（引分）

★勝点－１（審判遅 刻・欠席 ）

△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

