
午前9時30分頃、スタート地点となる千葉公

園・ハス池では今が盛りの「大賀ハス」が三々五々

集まってくるランナーを迎えてくれました。

今回はこれまでのコースを大幅に変更したり、

募集を早めから始めたり、今まで呼びかけてこな

かった団体等に呼び掛けた努力が実ってか、なん

と30名を超えるランナーが集まりました。

常連の顔も見えますが、始めて参加する顔もち

らほら。公園に来ていた近所の人達も「いったい

この人たちは何をするんだろう？」興味津々の顔

で通り過ぎて行きました。9時45分スタートセレ

モニー、逸見眞一千葉ランニングクラブ会長の司

会で進行。準備運動を終え午前10時を少し回った

ところで、いよいよスタート。公園出口でスター

ト前の記念撮影をしました。

この日の為に新しく作成した横断幕もランナー

を後押ししてくれました。と、そこにどこからか

聞きなれたシュプレヒコール。なんと、期せずし

て「平和行進」の仲間と遭遇。これが1回目のサ

プライズでした。

お互いにエールを交換して、いよいよ新コース

に向け出発。第1区は千葉公園から千葉土建事務

所までの約4㎞。国道14号線を南下。一昔前は千

葉市の中心街でしたが、今では住宅街に変身。住

宅街を駆け抜け反核をアピールしながら走りまし

た。どうしてもピッチが速くなる気持ちを押さえ

ながら休憩所を目指す。前日は30℃を超える猛暑

でしたが、この日は薄曇り、風もそこそこに吹い

ており全員快調に走り第1中継所に到着。

約5分間の休憩後、次の休憩所「中央公園」を

目指します。この区間は千葉銀座ともいわれる千

葉市でももっとも賑やかなところ。道行く人やす

れ違う車のドライバーに反核を訴えながら走りま

した。あっという間に第2休憩所・中央公園に到

着。ここでもサプライズ。平和行進に参加した方

と遭遇。「私は走れないので歩いて反核を訴えて

います」そうです。訴え方は色んな方法があるん

ですよね！この第2区はもっとも短く約2㎞。

休む間もなく第3中継所・幸町団地公園を目指

しました。このコースも繁華街が続き、最も人が

集まるJR千葉駅がコースに入っており、大いに反

核をアピールすることが出来ました。

それにしても「横断幕」と「桃太郎幟」の効果抜

群。通り過ぎる人は思わず「おッ！」と振り返っ

てくれました。また、今回アナウンサーが常に伴

走してくれ、ランナーを励ましてくれました。そ

うこうするうちに目的地の公園に到着。水分補給・

塩分補給を終えて、いよいよコースで最も長い直

線が続く第4区へと入ります。そして、第3のサプ

ライズ！いつもは単調なコースでしたが練習帰り

のサッカー少年団と遭遇。なんと年の差ン十年の
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ハイタッチでのエール交換。

正午近く最後の休憩所に到着。水分補給を終

えると第5区へ突入。この区間はそれまでキロ8分

ペースで走ってきましたが、欲求不満を解消する

意味で各自自由なペースでフィニシュを目指すこ

とにしました。ほぼ事前の予定通りのタイムで全

員が無事完走。完走後のご苦労さん会では、園川

理事長の軽妙な司会で進行。ここで最後にサプラ

イズ！開始早々大粒の雨が降り出し、雨宿りをし

なければ！と思いきや、数分で上がり、事なきを

得ました。そして参加者全員で反核平和マラソン

の意義を話し合ったり、自分のレース歴を披露し

合ったりしてアットいう間に予定時間が終了。来

年の再会を期して散会しました。

今回の取り組みは準備期間を十分にとり、実行

委員会で議論し、新しく横断幕を作成したり、今

まで呼びかけていなかった団体にも声をかける等

今までと一味もふた味も違った中身の濃い、サプ

ライズが一杯詰まったものとなりました。

昨年の１１月から開会されたサッカー協議会の

年間リーグですが、雨等の関係で今年の春までず

れ込んでしまいました。６月１日（日）に漸く決

勝戦を行い終了。現在は春季サッカー大会“第５

０回千葉県スポーツ祭典・サッカー大会”を開催

しています。

年間リーグは１部８チーム、２部９チームのリー

グ戦を行い、１部はＦＣリベルタが優勝し８月１

０日（日）の関東選抜サッカー大会に駒を進めま

した。

２部の優勝はＵＲＡＧＡＮＯでした。

試合の結果は以下の通りです。

１部

優 勝 ＦＣリベルタ 勝点15 4勝0敗 3分

準優勝 HELLCATS 勝点15 4勝0敗 3分

第３位 ﾊﾟﾙﾃｽｰﾙ 勝点14 4勝1敗 2分

第４位 ＦＣバルサン 勝点 8 2勝3敗 2分

第５位 夜の盗賊団 勝点 8 2勝3敗 2分

第６位 ヤンキース 勝点 7 1勝2敗 4分

第７位 さむらい 勝点 6 1勝3敗 3分

第８位 カメラート 勝点 1 0勝6敗 1分

２部

優 勝 URAGANO 勝点17 5勝1敗 2分

準優勝 ラッセル 勝点17 5勝1敗 2分

第３位 アベニーダ 勝点14 4勝2敗 2分

第４位 ﾜｲﾙﾄﾞﾏｼﾞｮｰﾗ 勝点11 3勝3敗 2分

第５位 ＣＩＥＬＯ 勝点11 3勝3敗 3分

第６位 Niko ＦＣ 勝点10 3勝4敗 1分

第７位 茂原ＦＣ 勝点 9 2勝2敗 3分

第８位 新検見川 勝点 7 2勝4敗 1分

第９位 FC CROWS 勝点 6 1勝4敗 3分

初めて参加させて頂きました。目的を持っ

て走る。アピールする事への意義を改めて感

じました。 （山崎さん）

楽しかったです。また参加します。こうやっ

て走れるのも、平和であってこそ！！

（子安さん）

平和と核について考え直すよい機会を頂き

ました。スポーツと平和について考え続けて

いきたいと思います。（高柳さん）

優勝 ＦＣリベルタ
年間リーグの結果

サッカー協議会

現役時代、千葉支店で仕事をしていました。

どんなコースか楽しみでした。やっぱり県都

千葉のコースは良かったです。猪鼻公園を登

るのも良いかな。最後の1.5キロ力走できて

良かった。（市川さん）



７月６日（日）千葉県空手協議会は千葉市宮野

木ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰで恒例の空手大会を開催しました。

昨年は全空連の審判方法が変った為、審判員が

十分に確保されないのではないかとの事で、形競

技のみの大会でしたが、今年は審判員を増やす方

向で努力し、組手の競技も行うことになりました。

このため参加団体は１４団体、１３９名と昨年

を上回る大会となりました。

大会は初めに形競技を行い、続いて少年団体戦

そして組手競技と続きました。

形競技は２名が同時に行い優劣を決めました。

幼児の部から一般有段の部まで１０種目が行われ

ました。幼児の部では可愛らしい身振りの中にも

日頃の練習の成果を発揮しようとする真剣な眼差

しと大きな声が印象的でした。

少年団体戦は１１チームが参加。周りを取り囲

む選手の応援やご父兄の声援で体育館は熱気に包

まれ大いに盛り上がりました。優勝は選手層の厚

い功道館が、錬極館を制し優勝しました。

午後からは組手競技が行われました。激しい戦

いの後でも必ず相手と握手する姿は、相手を尊重

し合うという空手道の真の姿を垣間見ることが出

来ました。

試合結果は以下の通りでした。

団体戦の部

優 勝 功道館 （川口 隼 清水瑠輝 萩野谷僚太）

準優勝 錬極館 （宮崎泰一 宮崎柚穂 島田直和）

第三位 拳夢館 同 納侍塾

（優勝 功道館 左から清水・川口・萩野谷の各選手）

形の部

幼児・小１年生の部 清水瑠星 （功道館）

小学２年生の部 小出悠翔 （納侍塾）

小学３年 初・中級の部 吉田 悟空 （功道館）

小学４年 初・中級の部 井上 翔太 （真心会）

小学３・４年 上級の部 平子穂之花（拳夢館）

小学5･6年 初・中級の部 飯田 ゆず （納侍塾）

小学５・６年 上級の部 萩野谷僚太（功道館）

中学生 男女の部 高梨 卓海 （功道館）

一般有級 男女の部 妹尾 淳 （真心会）

一般有段 男女の部 戸張 紗英 （錬極館）

組手の部

幼児・小１年生の部 清水 瑠星 （功道館）

小学２年生の部 小川 公輝（功道館）

小学３年生の部 澤部 青 （綋武会）

小学４年生の部 清水 瑠輝 （功道館）

小学5年生 男子の部 萩野谷僚太（功道館）

小学5･6年 中学１年女子の部

飯田 ゆず（納侍塾）

小学６年生 男子の部 砂岡 蓮 （納侍塾）

中学生 男子の部 高梨 卓海 （功道館）

中学2･3年生 一般女子の部

戸張 紗英 （錬極館）

一般有級 男子の部 妹尾 淳 （真心会）

一般有段 男子の部 三橋 基弘（錬極館）

一般有段優勝

三橋基弘選手

一般有級優勝

妹尾 淳選手

優勝 功道館 （少年団体戦）
春季空手大会を開催



第３回常任理事会報告はＮｏ１４７号に記載し

た第２回理事会報告で概略を示しましので「Ｓｐ

ｏｒｔｓ Ｎｅt 千葉」での記載は省略します。

「ｽﾎﾟｰﾂのひろば」誌７・８月合併号に千葉県ミッ

クスバレーボール大会での代表として「八街排球

クラブ」と「ＲＯＵＧＥ」が載っています。全国

大会の活躍を期待したい。

７月１３日開催した反核・平和マラソンは本誌

巻頭を。専用の横断幕を作成しました、参加要請

ビラの早期配布などで３０名の参加者がありまし

た。

懸案の規約改正についての総会代議員の選出規

定で理事長推薦の常任理事以外は種目からの推薦

であることを考慮に入れ「常任理事以外の理事は

代議員になることができる」の項目を入れて案件

として出すことになりました。

ひろば誌の購読普及をすべく反核・平和マラソ

ンの参加者に見本誌を送付、常任理事が手分けを

して、電話かけをすることになりました。 全国

的には２０００部を越えたが、なお、引き続き協

議会に働きかけることにします。

事務局体制の維持では事務局員を、本誌に記載

した「公募」文で募集を図ります。

８月３０・３１日の関東ブロックｽﾎﾟｰﾂセミナー

についても、特に「ひろば誌」の読者に働きかけ

参加者を募ります。

その他、夏季募金で現在40350円、特別基金は

ゴルフ、ランニングで1102913円。８月中にサッ

カー運営委員会を開く予定です。また印刷機の交

換などの報告もありました。

(副理事長 浅沼義明）

６年後の今頃は、順調にいけば第32回オリンピッ

ク競技大会(東京オリンピック)の真っただ中であ

る。昨年９月に2020年のオリンピック・パラリン

ピックが東京に決まってから私は、数カ所で懸念

を表明した。

一つは開催時期に関するもの(７月24日～８月

９日は猛暑が続く可能性大)、もう一つは競技施

設建設にともなう環境破壊に関する問題(新国立

競技場、葛西臨海公園など)である。ここではこ

れらの問題についてこれ以上触れないが、別の問

題が浮上してきた。

それは何か。東日本大震災からの復旧・復興の

遅れである。地震・津波に加え原発事故からの被

災地の復旧は大幅に遅れ、被災者から生きる希望

さえ奪っている。様々な原因が指摘されているが、

オリンピックを見込んだ再開発が行われ多くの労

働者が首都圏に集まってきている。そのため、被

災地が人手不足になっているのである。

職種によっては被災地で働くより首都圏の方が２

倍近い収入があるという。｢オリンピックで東北

を元気に｣のかけ声は良いが、現実は被災地の人々

に二重三重の犠牲を強いるようになっている。

サッカー・ワールドカップ開催直前、ブラジル

各地で｢サッカーより生活を｣と主張するデモが多

発したが、被災地の人々を犠牲にするオリンピッ

クは問題である。せめて復旧・復興とオリンピッ

ク準備は同時並行で進めてもらいたいものである。

｢たかがスポーツ、されどスポーツ｣の意味を改め

て考えてみよう。（2014/08/05 秋本信孝）

第4回常任理事会報告 スポーツアラカルト
東京オリンピックを考える

常任理事 秋本信孝

関東ブロックスポーツセミナー
期 日 ８月３０日（土）～３１日（日）

会 場 富士箱根ランド（芦ノ湖南）

内 容 第１課 岩崎由純氏

（指導の場面でのペップトーク）

第２課 永井博氏

（ｽﾎﾟｰﾂ連盟の50年の歴史）

第３課 関口智之氏

（体幹を鍛えるトレーニング）

参加費 14,000円（連盟からの補助あり）



千葉県のスポーツ連盟の中で、最も古くから活

動しているのは空手です。協議会として活動を始

めたのは今から７年前のことです。

今回は久々空手のクラブ紹介です。７月６日

（日）宮野木スポーツセンターで開催された空手

大会にお邪魔しました。

① クラブ（チーム）名 袖ヶ浦拳友会

② 代表者 伊藤広芳

③ 連絡先 習志野市袖ヶ浦5-17-1

メール itoh-h@umc-tyo.co.jp

http://sports.geocities.jp/sodegaura

kenyukai/

④ チームの概要（チームの由来・チームの特徴

・練習日程・人数等）

私たち袖ヶ浦拳友会は、習志野市の袖ヶ浦公民

館を本拠とする空手の道場です。袖ヶ浦団地がで

きてすぐに道場を立ち上げ、現在４６年目を迎え

る伝統ある道場です。

（試合後全員集合 右端は創立者の元沢勇夫

師範 右から６番目 伊藤広芳代表）

現在は大人２０名・子ども２１名が在籍してい

ます。最年少は４歳、最年長は７５歳と老若男

女の構成です。

練習日は主に、日曜日の９時から１２時で、

水曜日は小学生を中心に１８時半から２０時半

まで練習をしています。練習はストレッチに始

まり、基本的な「突き」「蹴り」「運足」「型」

の練習をします。その後、階級に分かれての練

習をしています。

⑤ クラブのアッピール（14年度の抱負等）

私たちは、空手の鍛錬を通じて、会員相互の

交流と親睦を図り青少年育成を目指しています。

特に礼儀作法（礼に始まり、礼に終わる）挨拶を

重視しています。

日々の練習は、厳しいだけでなく、楽しく、明

るくやることに心がけています。また年間６回の

対外試合、演武会、夏合宿を通して、より一層の

空手技術の向上を目指しています。対外試合では、

一つでも多くの賞状を貰えるように、みんなで頑

張っています。また、会員の交流を深める為の親

睦会・バーベキュー、基礎体力の向上の為の登山

を年１回企画しています。

団体戦

の様子

団体戦

出場選手

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）

年２回の試合を開催して頂き、ありがとうござ

います。今後もよろしくお願いします。

クラブ紹介

袖ヶ浦拳友会
千葉県空手協議会

貴方の手伝いを待っています！

来年（2015年）創立45周年を迎え

る千葉県連盟では連盟の仕事を手伝っ
ていただける方を捜しています。年
齢は問いませんが、パソコン（ワー

ド＆エクセル）が出来ることが最低
条件です。些少ですが交通費等お支
払いする用意があります

連絡先はこちらです

TEL 043-287-7353

FAX 043-256-1454
ﾒｰﾙ njsf1970chiba@gmail.com



８月 ３日（日）野球協議会。リーグ戦

祭典・サッカー大会

８月１０日（日）野球協議会・リーグ戦

祭典・サッカー大会

関東選抜サッカー大会

８月１６日（土）祭典・テニス大会（女Ｗ）

８月１７日（日）野球協議会・リーグ戦

祭典・卓球大会（団体戦）

祭典・サッカー大会

祭典・関東ブロック予選会

８月２４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（一般）

８月３１日（日）野球協議会・リーグ戦

サッカー協議会年間リーグ開始

祭典・テニス大会（県予選会）

関東ブロックスポーツセミナー

８月３０日（土）～３１日（日）富士箱根

９月 ６日（土）野球協議会キャプテン会議

９月 ７日（日）サッカー協議会年間リーグ

９月１３日（土）祭典・バレーボール大会

９月１４日（日）野球協議会トーナメント戦

祭典・テニス大会（チーム戦）

祭典・バレーボール大会

サッカー協議会年間リーグ

９月１５日（休）野球協議会トーナメント戦

祭典・テニス大会（シニア）

９月２１日（日）野球協議会トーナメント戦

祭典・テニス大会（男子Ｓ等）

サッカー協議会年間リーグ

９月２３日（休）野球協議会トーナメント戦

祭典・卓球大会（個人戦）

祭典・テニス大会（女Ｓ等）

９月２７日（土）祭典・テニス大会（混合Ｗ）

９月２８日（日）野球協議会トーナメント戦

サッカー協議会年間リーグ

８・９月行事予定

第４９回全国軟式野球大会千葉県大会途中経過


