
昨年の１１月３日（祝）男子・女子シングルスから

始まった第２１回鈴木杯テニス大会は、１月３１日

（土）の女子ダブルスをもって無事終了しました。

シングルスは稲毛海浜庭球場にて男子１９名、女

子８名が参加、好天のもと熱戦が繰り広げられ

ました。

男子ダブルスは１１月１５日（土）同じく稲毛海

浜庭球場にて１４ペア、混合ダブルスが１月２５日

（日）稲毛海浜庭球場にて２４ペア、女子ダブル

スを１月３１日（土）青葉の森庭球場で１月３１日に

て３６ペアでそれぞれ開催しました。

最終の女子ダブルスは前日までの天気予報

では雪。事務局では大会中止の場合の対策を

考えていましたが、当日は朝から快晴でした。

強風の中でしたが無事終了しました。

開催中は試合途中に雨が降り出したり、日没

で暗闇の中での試合を続行しりしたこともあり

ました。来年は更に工夫を凝らし、より良い大会

にしたいと考えています

（文責 渡辺伸明）

試合結果は以下の通りです。

男子シングルス

優 勝 金 秦泳 （ポケット）

準優勝 堀越 健二 （チーム飛鳥）

女子シングルス

優 勝 畠中 蘭子 （フレームショット）

準優勝 斉藤 沙織 （フレームショット）

男子ダブルス

優 勝 金・岩井中組 （ポケット・フリー）

準優勝 徳力・末木組 (ピンクパンサー・ピンクパンサー)

混合ダブルス

優 勝 樺島・山口組（フリー・フリー）

準優勝 月脚・戸川組（フリー・TEAM NARASHI)

女子ダブルス

優 勝 畠中・田仲組(ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ･ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ)

準優勝 寺田・平岡組(ﾁｰﾑ飛鳥･ﾁｰﾑ飛鳥)

女子シングルス

優勝 畠中さん（左）

準優勝斉藤さん（右）

男子ダブルス

（優勝 金・岩井中組）

男子ダブルス

（準優勝徳力・末木組）

混合ダブルス

優勝 樺島・山口組）

混合ダブルス

（準優勝 月脚・戸川組）
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１月１７日（土）今回で5回目を迎えるミックス

バレー印西市大会が松下山公園総合体育館

（メインアリーナ）で開かれました。

昨年4月末に開催した全国スポーツ祭典予選

会を兼ねた第4回大会で優勝した「八街排球ク

ラブ」が新しいメンバーで参加。その他新顔チー

ムもあり、ミックスバレーが着実に裾野を広げ

てきていることを実感できた大会でした。

（開会式 ９チームが参加）

募集当初はなかなか応募がなくやきもきし

ましたが、「八街排球クラブ(八街)」を始め常連

チームの「グロッキー・2チーム(柏)」「緑風会館

(埼玉)」「NMS・2チーム(印西)」「ドラリーニョ

(松戸)」そして創部間もない「GOZILA(東京)」

「ROMPHERO(成田)」と9チームが今回も集まっ

てくれました。

試合はメインアリーナ3面のコートを使って、

午前中3つのグループで各チーム2試合づつ予

選リーグを行い、その中から1位、2位、3位グルー

プに分け、午後は各グループ毎、2試合づつを

行う決勝リーグ方式で行いました。

参加9チームの中で頭一つ抜けていたのが

「八街排球クラブ」。決勝1位リーグの他の2チー

ム「ROMPHERO」「ドラリーニョ」に2連勝して余

裕の優勝を飾りました。やはり全国大会ベスト4

の力は素晴らしい。

今年の全国大会でもきっと優勝の栄冠を手

にすることもあながち夢ではない気がしました。

惜しくも優勝を取り逃がした「ROMPHERO」「ド

ラリーニョ」の2・3位決定戦は、シーソーゲーム

の結果、1対1のタイスコアとなりましたが、時間

の都合上3セット目は行わず2セットの得失点差

（わずか2点差）で常連の「ドラリーニョ」が競り

勝ちました。

その他2位グループ、3位グループもお互い

に実力が拮抗しているのか、いずれの試合も接

戦が続きましたが、そのような中でも好プレー・

珍プレーの大安売り！お見合いしたり、ファイト

溢れる回転レシーブ、スライディングレシーブ、

迫力満点のアタックサーブ等々、外は寒くても

アリーナでは熱き戦いが繰り広げられ、参加選

手の皆さんもミックスバレーの面白さを感じて

頂けたようでした。

今後は年間2大会開催を恒常化し、協議会設立

への布石にしなければとの思いを強くして家路

につきました。 （文責：園川峰紀）

★試合結果 優勝：八街排球クラブ／準優勝：

ドラリーニョ／3位：ROMPHERO

厳寒の中、ミックスバレーの熱い戦い！
5回目を迎えたミックスバレー印西市大会



ミックスバレーボールチームの紹介は八街排

球会に続いて２回目となります。

１月１７日（土）印西市松下山総合公園体育館

で開催された交流大会にお邪魔し、クラブの様

子をお聞きしました。

①クラブ名 クロッキー

②クラブの概要（名前の由来・チームの特徴・練

習日程・人数等）

私たちは印西市にある会社のバレーボール

サークルです。経験者が初心者を教えるという

形で老若男女分け隔てなく、週に１回程度バレー

ボールを楽しんでいます。

バレーボールの良いところは男女が一緒に

プレーできて（他の競技者に羨ましがられます

笑）、なおかつ運動強度もサッカー・バスケ・バド

ミントンなどと比べて高くないため、生涯スポー

ツとして楽しめることだと思います。

（この日はＡ・Ｂチームを編成しての参加）

もちろん向上心を持って勝つために練習す

ることも大切ですが、経験者がそうでない方に

バレーの楽しさを伝え、大人・子ども問わず、初

心者の方への垣根をとっぱらってあげられると

いいですよね。

さて、そんな私たちは経験者・未経験者混合

チームで印西市で年２回開かれているミックス

バレーに出場しています。男女一緒にプレーで

きることがいいと言いましたが、インドアで意外

と一緒に出られる大会は少ないです。そういう

意味ではスポーツ連盟の大会は私たちにはうっ

てつけの大会で、勝ち負けは別として（笑）、毎

回楽しく参加させて頂いています。

普段男女別に練習しているクラブチームや

学生さんたちにとっていい意味で、男女の交流

を深められる大会だと思います。皆さんも参加

を検討されてはいかがでしょか。

なにやらチームというよりは大会の宣伝の

ようになってしましましたが、そんなこんなで

いろんな方にバレーの楽しさが伝わるといいな

あと思いつつ筆を置かせて頂きます。お読み

頂きありがとうございました。

クラブ紹介

クロッキー
ミックスバレーボール

ボランティア募集
貴方の手伝いを待っています
今年（２０１５年度）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。

些少ですが、交通費等をお支払いする

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



1月１４日に開催された常任理事会は今期初め

て全員参加で行われました。

最初に第９回常任理事会以後の行事報告で

の主だったものを報告します。

１２月２１日に東大検見川グランドで行われたク

ロスカントリー大会については、今回初めて大

会終了後に、選手・役員のワインを片手に懇親会

が開催されました。大会実行委員長の佐藤正美

氏提案で急遽の開催であったが大変好評であっ

た。（フランスでは恒例だとのこと）

年末最後の行事である冬季バトミントン大会

が１２月２７日に行われ定数を上回るチームを集

め、成功裏に終了しました。また、ウォーキングで

は３名の理事を決め４月をめどに協議会を立ち

上げることになりました。

この間、多くの種目で第３０回全国祭典が実

施されています。結果については、スポーツの

ひろば誌１・２月合併号を参照してください。

１２月１３・１４日に開かれた全国理事会には園川

理事が出席、スポーツにひろば誌の拡大状況、５

０周年記念行事の準備状況等の報告がありまし

た。初めてのスカイプ会議を実施し経費節約を

図ったことなどもありました。

３月１４日に開催予定の千葉県連盟総会につ

いて協議しました。各協議会からの代議員数・会

則等の変更については次回理事会において提

案し総会にて討議する予定です。なお、総会代

議員を確保することを念頭に入れ、次年度の総

会は２０１６年３月２０日（日）とします。

議案書については、国内情勢（浅沼）県内情

勢〔園川〕活動総括〔金子〕方針（日野）が分担

をした原稿を討議しました。その議案の論議は

次回理事会で行います。議案書は総会前に各

代議員に送付しますので各協議会は代議員の

選出を、よろしくお願いします。

スポーツのひろば誌の普及宣伝については

全国スポーツ祭典大会参加者に購読依頼文書

をつけて、常任理事全員で宛名書きを行い送

付しました。本年度、本県購読者目標の１３０名に

は、あと３名です。（永井連盟会長は２０１５年の年

頭の辞で「ひろば誌」の購読拡大は、連盟その

ものの飛翔だとしています。）

その他として、２月７・１４日の千葉県・千葉市の

体育施設調整会議出席者の確認、事務担当の

ボランティアー公募者の検討をしました。

（文責 浅沼義明）

昨年の11月１５日、夕方から始まった千葉県スポー

ツ祭典空手大会の準備・打合せと具体的な詰め

の作業もそこそこに千葉駅発夜行バスに飛び

乗りました。１１月１６日（日）に開催される京都・西

京極陸上競技場で開催される全国スポーツ祭

典・陸上競技大会に全国ランニングセンターから

総務員として参加するためです。

まだ薄暗い６時過ぎに京都駅に到着。駅前の

コーヒー店で軽食を済ませ競技場に向かいまし

た。会場前には選手がチラホラ、東京から参加

の日体大の選手の姿もありました。でも京都ラ

ンナーズの役員は来ていません。

９時から受付開始。参加者からの苦情受付係

を引き受けました。受付さえスムーズにいけば

大会はほぼ成功するからです。

今回は６年前に「私の名前がありません。」と

言うようなトラブルもなくホットしている間もな

く、総務から「金子さん、跳躍係が一人欠席なの

で替りにお願いします。」との指示。千葉のスポー

ツ連盟の陸上競技大会では総務として、また千

葉陸協では写真判定員や監察係しかやってな

いので、“さあ、困ったなあ”と思いはしたものの

「出来ません。」とも言えず、引き受けてしまい

ました。

第１０回常任理事会報告

スポーツアラカルト

いつまでも現場主義で
＝全国陸上競技大会に参加＝

事務局長 金子泰夫



跳躍主任から「千葉からの役員です。現場は初

めてと言うことで。」との紹介。砂場の掘り起し

から始まりました。準備作業の中で測定器の設

置の仕方を初めて知ることができました。（恥

ずかしながら巻尺をどのように使うのか分から

なかったのです。）人数の関係で２ピットを使用

することが決まり、私はＡピットの記録係に。千

葉では審判長のサイン後、目を通しているので

すが、今回は全くの初めから。測定係の記録を

選手に聞こえるように復唱し、風力を記入。予

選からベスト８を選出、決勝ラウンドへと進みま

す。心配？していた同記録が出で順位を決め

なければなりません。予選の試技から順位を決

めるのですが、審判長が何というか内心ヒヤヒ

ヤでした。また三段跳では選手にＡかＢのどち

らのピットを使用するのか決めさせていて、「選

手が主人公」の大会であることも確認できまし

た。

昨年の10月5日（日）開幕のサッカー協議会の

リーグ戦が順調に試合を消化しています。

９月22日の運営委員会で１部と２部のチーム

を決定し、３月15日までの試合日程と会場を確

認し運営をしています。

リーグ戦は35分ハーフ、交代は自由、交代回

数は９回まで、ベンチ入り人数は自由となって

います。２月1日までにぼぼリーグ戦が終了。今

後は入れ替え戦が行われます。

１部リーグの途中経過

ＦＣバルサン１勝１敗１分 得点 7 勝点4

パルテスール２勝１敗０分 得点13 勝点6

ヤンキース ０勝２負０分得 1 勝点 0

ＵＲＡＧＡＮＯ １勝３負０分得点13 勝点 3

ＨＥＬＬＣＡＴＳ２勝０負１分得点11 勝点 7

夜の盗賊団 １勝２負１分得点 6 勝点 4

カメラート １勝１負１分得 8 勝点 4

２部リーグの途中経過

ﾜｲﾙﾄﾞﾏｼﾞｮｰﾗ ２勝１負１分得点12 勝点 7

ＮｉｋｏＦＣ ０勝４負０分得点 5 勝点 0

LEOVISTA ０勝１負１分得 1 勝点 1

FC CROWS ２勝０負２分得点10 勝点 8

アベニーダ ２勝０負１分得点 9 勝点 7

茂原ＦＣ ２勝３負０分得点 7 勝点 6

ＣＩＬＬＯ ３勝１負１分得点15 勝点 10

ラッセル １勝２負０分得点 2 勝点 3

FCﾊﾞﾙｻﾝ対 FCﾘ

ﾍﾞﾙﾀ

（加茂運動

公園）

FCﾘﾍﾞﾙﾀ対

URAGANO

(ｾﾞｯﾄｴｰｵﾘﾌﾟﾘ

ｽﾀｼﾞｵ)

同

(ｾﾞｯﾄｴｰｵﾘﾌﾟ

ﾘｽﾀｼﾞｵ)

年間リーグ

順調に試合を消化
千葉県サッカー協議会

2月１日はゼットエーオリプリスタジアム（旧

市原臨海競技場）にて第一試合ＵＲＡＧＡＮＯ

対ＦＣリベルタ，第二試合ワイルドマジョー

ラ対茂原ＦＣの試合が行われました。

この日は快晴ではありましたが、北風の吹

く大変寒い中での試合でした。第一試合は

前半リベルタが優勢に試合を進めました。



豊田市での卓球大会・年代別大会から

男子３０Ｈ 優勝

篠田幸司さん

（ＴＲＦ）

男子７０Ｌ 第３位

竹村 昭さん

（船橋卓友会）

女子７０Ｈ 優勝

楠田 ユキさん

（かずさ）

上記の他個人戦 ベスト４までの入賞者

男子８０以上 優 勝 永田冬彦（永田スポーツクラブ）

女子７０Ｌ 準優勝 堀木雪子（好卓会）

２月 １日（日）サッカー協議会年間リーグ

第21回鈴木杯テニス大会

２月 ８日（日）サッカー協議会年間リーグ

第7回なのはなテニス大会(女D)

２月１１日（休）加盟杯卓球大会

第17回シニアテニス大会

２月１３日（金）～１６日（月）スキー祭典

２月１５日（日）サッカー協議会年間リーグ

２月２２日（日）サッカー協議会年間リーグ

第7回なのはなテニス大会(男D)

全国評議員会２月２１日・２２日 東京・新宿

県連盟総会 ３月１４日（土）スポーツ科学センター

３月 １日（日）第７回なのはなテニス大会

３月 ５日（木）スリーダブルス女子団体戦

３月 ８日（日）サッカー協議会年間リーグ

第７回なのはなテニス大会

３月１５日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会年間リーグ

第７回なのはなテニス大会

３月２２日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会年間リーグ

第７回なのはなテニス大会

３月２８日（土）春季バドミントン大会

３月２９日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会年間リーグ

２・３月行事予定

第4３期
千葉県連盟定期総会について
連盟規約第９条 第１項により下記の通り

定期総会を開催します。

各協議会は代議員の選出をお願いします。

記

期 日 ３月１４日（土）１：３０～４：３０

会 場 スポーツ科学センター 会議室

内 容 第４２期活動総括及び財政報告

第４３期活動方針及び予算案の検討

規約改正

その他

※今年は役員の選出はありません。

（役員選出は２年に１度）

各協議会からの選出基準。

１名～ ５０名 １名

５１名～１００名 ２名

１０１名～３００名 ３名

３０１名～５００名 ４名

５０１名～ ５名

代議員の選出は２月２８日（土）まで

ランニング１名 空手１名 スキー１名

テニス３名 バレーボール３名 サッカー３名

卓球５名 野球５名

第30回全国スポーツ祭典・年代別大会


