
8月17日（日）千葉ポートアリーナにて「第50回

千葉県スポーツ祭典・卓球大会」が開催され全

国スポーツ祭典団体戦千葉県予選と交流と技

術向上を目指すオ－プン大会が行われました。

（４５台を使用して運営）

予選会は一般・年代別合わせて63チーム259

人、オープン大会68チーム222人が参加し熱戦

を繰り広げ、お盆にもかかわらず、昨年より7チー

ム多い１３１チームが参加し、スポーツ祭典を盛

り上げました。

今年度は、会場が取れず大会開催が危ぶま

れました。「お盆でメンバーが揃わない」という

意見が多く聞かれたが、この日以外の会場確

保が難しいということで開催に踏み切りました。

全国大会予選一般の部は2ダブルス3シング

ル、年代別予選は1ダブルス2シングルで代表枠

を目指して試合が行われました。オープン大会

はＡ・Ｂ・Ｃの三つのランクに別れ5チームまたは

6チームのリーグ戦で戦い、交流を深めました。

予選会一般男子は20チームが代表枠8チー

ムを目指して熱戦を繰り広げました。ＴＲＦ（市

川市）のＢチームとＤチームが決勝となり、Ｂチー

ムが優勝しました。各チームとも高い技術を駆

使しての試合内容で、観客を魅了していました。

全国大会での活躍が期待されます。

予選会一般女子は代表枠4チームを千葉ク

ラブ（稲毛区）など5チームがリーグ戦で競いま

した。8時間の戦いの末、全勝で八日市場クラブ

（八日市場市）が優勝しました。2位は千葉クラ

ブでした。大会最高齢の女子70代は4チームが

参加しリーグ戦で戦いました。「疲れます」と訴

えながらも最後まで試合を進めていたのが印

象的でした。 今年度の全国大会一般の部（団

体戦・個人戦）は12月６日（土）・7日（日）千葉ポー

トアリーナで開催されます。地元千葉で全国大

会が開催されるということもあり、以前にも増

して熱気に包まれた大会でした。

大会開催にあたり全国大会の要領に合わせ

て、リーグ戦の順位決定の仕方、トーナメントの

作り方などに気を付けて大会に臨み、順位決定

戦がきちんと行うことができるようにタイムテー

ブルを作成しました。高額な会場費、特に1時間

3万円を超す冷房費を必要とする千葉ポートア

リーナでの大会運営が課題として残されました。

全国大会出場チームは次のように決定しました。

予選会

一般男子

1位ＴＲＦ（Ｂ）（市川市）2位ＴＲＦ（Ｄ）（市川市）

3位赤翔馬（Ａ）（市原市）4位ＴＲＦ（Ｃ）（市川市）

5位ボンバーズ（長生郡）6位新山クラブ（佐倉市）

7位八日市場ク（八日市場） 8位赤翔馬（Ｂ）（市原市）

男子30才以上

1位 ＴＲＦ（市川市）2位プリズンブレイク（柏市）

男子40才以上
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一般男子団体戦・年代別女子60才以上が激戦
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1位 ＪＵＳＴ（稲毛区）2位木更津クラブ（木更津市）

3位 ＴＲＦ（市川市）

男子50才以上

1位 ＦＣＣ（佐倉市）2位チームへなちょこ（船橋市）

3位 ＪＵＳＴ（稲毛区）

男子60才以上

1位 ＪＵＳＴ（稲毛区）2位 ＡＯＫクラブ（船橋市）

3位 卓愛会（Ａ）（若葉区）

一般女子

1位 八日市場ク（八日市場）2位千葉クラブ（稲毛区）

3位 赤翔馬（市原市） 4位 千葉大学（稲毛区）

女子30才以上

1位 山口企画（富津市）

女子40才以上

1位 富士電機ク（市原市）2位チームへなちょこ（船橋市）

女子50才以上

1位 フリーダム（茂原市）2位大網クラブ（大網白里）

3位 ウエル （市川市）

女子60才以上

1位 松戸さざんか（松戸市）2位西船レディース（船橋市）

3位 幸 （美浜区） 4位 みどり（八千代市）

女子70歳才以上

1位 杏仁クラブ（船橋市）2位市川フレンズ（市川市）

3位 ベルダム土気（緑区）

８月１７日（日）千葉県総合スポーツセンター庭

球場にて千葉県スポーツ祭典・テニス大会県予

選会のダブルス戦が開催されました。

この大会は全国大会の関東ブロック大会予選

会も兼ねて行われ、３２ペアが参加しました。

試合方法は４ペアのリーグ戦の後、１位と２位

が１位トーナメント、３位と４位が２位トーナメント

を行いました。

この日はお盆の時期と重なり例年よりは参

加が多くなかったものの、レベルの高い試合と

なりました。８月中旬ではありましたが、曇り空

でまずまずの条件の中でプレーが出来たので

はないでしょうか。

試合結果は以下の通りです。

１位トーナメント

優 勝 千葉尚美・篠原直貴組（フリー・フリー）

準優勝 沢出亜矢子・大岡友浩組（フリー・フリー）

第３位 清水真弓・小松健太組（フリー・フリー）

第４位 菊地みゆき・島村宏樹組（フリー・フリー）

（優勝 千葉・篠原組・フリー）

（準優勝 沢出・大岡組・フリー）

優勝 千葉・篠原組
スポーツ祭典テニス大会

混合ダブルスを開催

今年は全国大会で決勝トーナメントに進め

るよう頑張ります。今日はエアコンをつけて

頂き涼しい中でやらせていただき有難かった

です。（先日の大会で熱中症になってしまい

ました） 山口企画 牧野さん

ギリギリ勝てました。人生ギリギリで丁度

良いかも。 AOKクラブ 堀田さん



久しぶりの卓球のクラブ紹介です。

ポートアリーナで開催された千葉県スポーツ祭

典の会場にお邪魔しました。

①クラブ名（チーム名）千葉ＴＨＩＮＫ

②代表者名 佐藤賢一

③連絡先 市川市曽谷

④クラブの概要（名前の由来・チームの特徴・練

習日程・人数等）

ＴＨ ＩＮＫの名前の由来は、「考える卓球」をし

ようとの思いでリーダーの佐藤が３４年前に名

付けました。ＴＨ ＩＮＫと言うチームは東京にもあ

るため「千葉」をあえて付けました。

佐藤代表

（左端）

と女性チー

ム（萩原・

米沢・竹

内・浜野・

の皆さん）

男性チーム

（鎌田 ( 真 ）

鎌田（悠）田

村・田渡の

皆さん）

現在は男子１２名、女子７名で千葉県に登録させ

て頂き、試合で学び、飛躍出来ればと思います。

固定した練習場が無い為、個々に練習をして

いますが、試合の時には団結力があるチーム

です。

⑤クラブのアッピール（１４年度の抱負等）

健康に気を付け、怪我のない様、男女共に全

国大会を目指して頑張りたいと思います。

⑥その他（スポーツに関する情報・スポーツ連

盟に期待する事等）

連盟の方々には大変お世話に成って居り感

謝致しております。

これからも宜しくお願い致します。

ポーツ祭典の

様子 （ク ラブ

紹介の内容と

は違います）

クラブ紹介
千葉ＴＨＩＮＫ

千葉県卓球協議会

貴方の手伝いを待っています！

来年（2015年）創立４５周年を迎
えた千葉県連盟では、連盟の仕事

を手伝って頂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。

多少ですが、交通費等をお支払

する用意があります。

連絡先は以下の通りです。
ＴＥＬ 043-287-7353

ＦＡＸ 043-256-1454

ﾒｰﾙ njsf1970chiba@gmail.com

東京卓球協議会にはＴＨＩＮＫと言う名前

のチームがあります。千葉ＴＨＩＮＫと同様

に歴史のあるのチームですが、千葉ＴＨＩＮ

Ｋの方がもっと歴史は永いとの事です。毎年

の様に全国大会に出場しています。（編集部）



（第３位 清水・小松組・フリー）

７月６日（日）高浜庭球場で開催されたスポー

ツ祭典・一般大会の男子ダブルス戦が開催され

ました。当日は１２ペアが参加。４ペアリーグの後

１位～３位の順位トーナメントを行いました。

曇り空の下、参加者は沢山試合が出来たと満

足そうな様子でした。

試合結果は以下の通りです。

１位トーナメント

優 勝 森 陽・川津正輝組（フリー・フリー）

準優勝 福田志郎・徳永淳一郎組（フレームショット・フリー）

第三位 新貝聖士・平野智一組（フリー・フリー）

第四位 田中優人・彦田俊輔組（フリー・フリー）

２位トーナメント

優 勝 小林圭一郎・浅野徹組（TASUKA・フリー）

準優勝 柳沼圭一・佐藤学組（ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾃﾆｽ･ﾌﾘｰ)

第三位 庄司達也・長谷川浩一組（フリー・フリー）

第四位 武藤満章・森田英人組（ﾗ･ﾌｪｯﾄ･ﾗ･ﾌｪｯﾄ)

３位トーナメント

優 勝 野澤広次・西尾亮平組（フリー・フリー）

準優勝 木村彰記・高橋創介組（フリー・フリー）

第三位 西川正夫・伊東秀史組（フリー・ヴィルフォーレ）

第四位 松田 裕・中山慶組（フリー・フリー）

上記大会とは別大会

関東ブロックでは初めての試み「第1回スポー

ツセミナーin 箱根」が夏休みの最後の二日間

（8月30日～31日）富士箱根ランドで開かれまし

た。 夏とは思えない涼しい箱根の山の一軒宿

という環境の中、東京・神奈川・千葉・埼玉の各

連盟から約40数名が参加。午前11時から第1講

義「指導の場面でのペップトーク」（日本ペップ

トーク普及協会会長 岩崎吉純氏）、お昼休み

を挟んで、午後1時30分から第2講義「スポーツ

連盟の50年の歴史」及び「組織運営のあり方」

（新日本スポーツ連盟会長 永井 博氏）をそ

れぞれ行い、講義終了後は、ソフトバレーとウオー

キングの二班に別れ「スポーツ交流会」を実施。

千葉から参加の皆さんはウオーキングに、ホテ

ルの周囲に広がる「函南原生林コース」での森

林浴を兼ね汗を流しました。そして夕食後はお

待ちかねの「交流会」各県の芸達者の一発芸、

アコーディオンの調べに乗せた歌声ライブで締

めくくり。翌日は第3講義「体幹を鍛えるトレー

ニング」（グローバルボイスボディーファースト

代表 関口 智之氏）による講義を行い、終了

後に参加者にセミナー修了証を授与し昼食後

に散会というみっちりとスポーツ連盟のエキス

が詰まったセミナーでした。

このような中身の濃いセミナーでしたが、参加

者が一様に感銘を受けたのは、第1講義のペッ

プトークのお話。スポーツ大会はよくも悪くもメ

ンタル面が結果を左右する。わかっちゃいるけ

ど指導者やコーチの口から出てくる言葉はネ

ガティブな言葉ばかり。「何やってんだ！」「こ

んなこともできないのか！」思えば思い当た

ることばかり。これじゃ選手はやる気が萎える

ばかり。それを発想の転換！すべてアクティブ

な言葉に置き換えると「あら、あら不思議！あ

ら、不思議！」今まで無理と思っていたことが

出来てしまう！

「短くて」「分り易く」「肯定的な」「人を勇気づ

良くなる／能くなる／善くなる・・・

エッ！ そんなに効き目があ 目

からうろこのペップトークに思わず
ウルウル！
～第1回関東ブロックスポーツセミナー

in 箱根～～～～

男子ダブルス戦(テニス）

の結果



ける」言葉＝ペップトーク。まずは事実の捉え方

を変え、別の表現に。そしてネガティブな言葉

をポジティブな言葉に言い換える。成功のイメー

ジを共有。本気で褒め本気で叱る。目の前に人

を前向きにしよう。これだけで結果は変わって

くるものだそうです。それは、自分の生き方に

も及ぶ。セルフペップトークがそうだ。「良くな

る／能くなる／善くなる」と唱えてみよう。きっ

と前向きの人生が送れる。そんな気持ちにさせ

てくれる目からうろこの講義でした。

千葉からは園川理事長以下7名が参加しまし

たが、二日間通しでの参加は安藤さん（ポポロ

ＡＣ所属）だけでした。（2年後に第2回スポーツ

セミナーが開催される予定になっていますの

で、次回はもっとたくさんの方に参加を呼びか

けましょう！）

（交流会で報告をする安藤さん）

スポーツのひろば」誌９月号に新日本スポーツ

連盟東京都連盟が中心となって奮闘している

「２０２０オリンピック・パラリンピック

を考える都民の会」の活動が載っ

ています。駒沢オリンピック公園の

利用など９項目を掲げ、「簡素で

環境にやさしく、経済的負担の少

ない大会を目指し、会場施設計画

を抜本的に見直す」提案をおこなっ

ています。千葉県連盟でも提案に

沿った共同行動をしたいとの旨、園川理事長よ

りありました。

この間〔７月２９日～８月２４日〕の報告事項で

は関東バレーボール大会で準優勝した「健友

会」が全国祭典の出場決定したこと。千葉県ス

ポーツ祭典卓球大会でのポートアリーナでの

冷房費（１時間３万円を３回利用）が掛かったこ

と。８月１０日の関東選抜サッカー大会の試合結

果報告が届いていないのは役員の忙中のため

とのこと、担当役員を増やす手当てが必要で

あること。野球協事務局長と連盟理事長の懇

談会を設定する。等の報告がありました。

懸案事項である「スポーツのひろば」誌の購

読拡大では反核平和マラソン参加者への訴え

で２部などがあり、１３０部の目標に現在１２１部。

今後は行政への働きかけ、全国大会参加者・チー

ムへ購読依頼をするなどして残り９部をやりき

ることを決めました。今後も宣伝誌３０部を取り

寄せます。ちなみに全国的には全国総会以後１

９３５部から２０７４部で１３９部の増加がありまし

た。（２５００部目標）

先年に引き続き今年も１１月に予定している対

市・対県交渉では、要求署名・要求アンケートを

早急に取りまとめ１０月中旬には要望書を提出

したい。ついてはこの９月に運営委員会が開催

されるバレー・サッカー・野球・テニス・卓球の各

協議会で要求アンケートを集約したいと思いま

す。ちなみに去年の交渉結果、テニスコートのト

イレ悪臭、洋式トイレの設置、競技場の水溜りの

解消等々、選手の様々な要求がとおり行政が

動いたことを報告しておきます。選手からもこ

のような運動に取り組んでくれているｽﾎﾟｰﾂ連

盟に大変ありがたいとの感謝の意を表した方

もありました。

その他として、８月３０・３１日の関東ブロックセ

ミナーへ千葉から８名参加予定、各協議会の登

録名簿の作成の徹底をすること、ウォーキング

協議会の設立も兼ね、ｽﾎﾟｰﾂ９条

の会とも連携をとり西千葉周辺

の戦跡ウォーキングを１０月中旬

に実施予定、県連盟総会の日程

で土曜日では参集しにくいとの

意見もあり２０１６年度は第３日曜

日とすること。「秘密保護法を

廃止する千葉に会」への加入と

意見広告募金の依頼、ｽﾎﾟｰﾂ９条の会より１１月２

４日の日比谷公会堂での大規模集会への参加・

署名依頼、ｽﾎﾟｰﾂ連盟５０周年記念ポロシャツネッ

ト販売 https://njsf50th.stores.jp〔２０００円〕

などがありました。

常任理事会報告



○勝点３ ●勝点０ □勝点１（引分） △勝点３ ▲勝点－１（不戦敗） ▽勝点３

▼勝点０ ★勝点－１（審判遅刻・欠席） ◆勝点－３試合放棄（誰も球場に来ない）※雨天中止

9月 7日（日）野球協議会・プレイオフ

祭典・サッカー大会

９月１３日（土）祭典・バレーボール大会

９月１４日（日）祭典・野球大会トーナメント

祭典・バレーボール大会

祭典・サッカー大会

祭典・テニス大会 チーム戦

９月１５日（休）野球協議会リーグ戦決勝

祭典・テニス大会 シニア

９月２１日（日）祭典・野球大会トーナメント

祭典・サッカー大会 決勝戦

祭典・テニス大会 予選会

９月２３日（休）祭典・野球大会トーナメント

祭典・卓球大会 個人戦

祭典・テニス大会 予選会

９月２７日（土）祭典・テニス大会 予選会

９月２８日（日）祭典・野球大会トーナメント

サッカー年間リーグ開幕

１０月 ５日（日）祭典・野球大会トーナメント

サッカー年間リーグ

１０月１２日（日）祭典・野球大会トーナメント

１０月１３日（休）祭典・野球大会トーナメント

１０月１８日（土）祭典・テニス大会チーム戦

１０月１９日（日）祭典・野球大会トーナメント

サッカー年間リーグ

１０月２３日（木）祭典・卓球大会ダブルス戦

１０月２６日（日）祭典・野球大会トーナメント

サッカー年間リーグ

９・１０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


