
“春のバレーボールフェスティバル”予選及

び決勝が、４月１２日（日）・１８日（土）・２４日（土）・２

５日（日）の４日間、千葉県総合スポーツセンター

体育館・花島運動公園体育館において行われま

した。

今年は男子１４チーム・女子６チームの強豪チー

ムが集まり、各１～3位に与えられる関東大会（７

月２０日（日）神奈川県藤沢市）出場権を目指し、

熱戦が繰り広げられました。男女共に、例年出

場している古豪チームに加えて初出場の参加

もあり、スポーツ連盟の活動の広まりを感じさ

せる大会になったと共に、関東大会への出場権

を目指す選手の素晴らしい全力プレーを目の

当たりに出来た事に感謝いたします。

男子準決勝・決勝においては、どのチームが

優勝してもおかしくない実力同士の戦いの中、

３０点を超えるセットもあり、３試合全てがフルセッ

トに縺れ込む展開となりました。決勝では昨年

より参加の“ROAR”が全国大会常連の“清球会”

に競り勝ち初優勝を決めました。

また、女子決勝においては昨年と同じ組み合

わせとなり、“ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ”が“健友会”を２－０

で破り昨年に続いての優勝を決めました。女子

準決勝においては初出場の“Ｆｌａｐ”が“ＫＡＫＡＬＯ

ＴＴＯ”を相手に第一セットを先取した後、第二セッ

トでもマッチポイントを握りながらも、最後は惜

しくも逆転を許し、３位となりましたが、どの試

合も好ゲームの中、初出場チームのレベルの

高さと“ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ”の実力を改めて感じさ

せる展開でした。

男子3位は健友会とＮＵＤＥ

女子3位はＦｌａｐとＮＲレジーナでした。

男子優勝

ＲＯＡＲの皆さん

（関東大会の決意は

４ページ参照）

男子準優勝

清球会の皆さん

（大会の感想は４ペー

ジを参照）

女子優勝

KAKALOTTOの

皆さん

（家族ぐるみの応援

も ）

女子準優勝

健友会の皆さん

（関東大会頑張るワ

ヨー！）

今回も各チームが千葉県連盟の代表として関

東大会で活躍して頂けることを期待すると共

に、各チーム・関係者の方々の今大会へのご協

力に深く感謝したします。（県連盟理事 石原史貴）
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男子ROAR“初”優勝・女子はKAKALOTTO
春のバレーボールフェスタ（6人制）開催



今年11月28日～29日、石川県・金沢市で開催

される第10回全国ミックスバレーボール大会の

予選会を兼ねた第6回ミックスバレーボール印

西市大会が去る4月26日（水・祝）印西市・松山

下公園総合体育館において11チームの参加で

行われました。桜前線は例年になく早く上昇す

るものの、大会申込みは早くも梅雨の停滞前線

よろしくなかなか進まず主催者としてはやきも

きしましたが、4月15日の締め切り数日前には

新顔のチームも含め11チームの申込みがあり

ホットしました。 大会会場もここ数年同じ体育

館ということもあり、設営・開会式・準備運動と

順調に進み予定より約10分程度の遅れで試合

開始。午前は11チームを４－４－３の三つのブロッ

クに分けての予選リーグ戦を行い、それぞれの

ブロックから勝ちあがった1位3チーム、2位3チー

ム、3位以下チーム5チームのトーナメント戦を

組みました。予選リーグ戦は各チーム2試合ず

つ行い、熱戦が続く中を勝ち上がり1位リーグ

には、連覇を狙う「八街排球クラブ」、ここ2回

連続出場のチーム「GOZILA」、そして常連の秀

明大学の学生チーム「ROUGE」の3チーム。2位

リーグにはここ3大会に連続出場の「緑風会館」、

古参の「PAGOO」、東京で活動している「駒込サ

ンセッツ」がそれぞれ駒を進めました。

1位リーグ戦ともなれば、アタックサーブ、ブ

ロック、アタックヒットも華麗な中にも力強さを感

じさせるものばかり。女子選手も男子選手の鋭

いアタックを難なくレシーブ。テクニックもさす

が！と、うならせるパフォーマンスの連続！結

果、予選を含め4戦4勝の八街排球クラブが優

勝、GOZILAが準優勝、ROUGEは3位という成績

となりました。

優勝

八街排球ク

ラブの皆さん

準優勝

ROUGE

の皆さん

第３位

GOGILAの

皆さん

2位リーグ戦もフルセットに持ち込まれる試合

が続出、1位リーグ戦にも劣らない接戦が続き、

その結果2位リーグは「駒込サンセッツ」「PAGO

O」「緑風会館」の順位となりました。一方、惜し

くも3位以下となったチームはトーナメント戦と

なり、そこでトップとなったのは常連チームの

「歯医者と衛生士と私」というやけに長い名前

のチーム。（元大学の同窓生のチームで編成。

本当に歯医者さんになられた方もいます）試合

終了後はトーナメント戦トップになった記念とし

て対戦表の前で、はい！ポーズ！

“歯医者と

衛 生 士 と

私”の皆さ

ん

ﾐｯｸｽﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 全国大会に向け先駆け！！
八街排球クラブ（千葉）・GOZILA（東京）が出場権をゲット

第51回千葉県スポーツ祭典が始まりました。

次回の大会は

2016年１月２４日（日）

交流大会です

会場は今回同様印西

市松山下公園体育館



久しぶりの野球協議会からのメッセージです。

リーグ戦が行われていた千葉市・海浜公園球場

へお邪魔しました。

① クラブ名（チーム） 習一ドラゴンズ

② 代表者 織戸 優行

③ 連絡先 千葉市中央区新宿

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）

習一ドラゴンズは野球好きの中学校の同窓

生が集まって、野球チームを作ったのが始まり

です。我々アラフォーはまだ野球世代でしたの

で。

我々チームの７割のメンバーが習志野第一中

学校の卒業生なのです。名前の由来はこの事

から来ています。約２０年の年月を経て、再会し

たチームは結成５年目になります。

（愛らしい応援団も一緒です）

初期メンバーが色々なメンバーを誘い、野球

好きが集まって現状となっています。何人かは

東京や神奈川から来てくれている人もいるん

ですよ。

「健康増進と野球に喜びを感じ、少しずつでも

上手くなろう。」をモットーに頑張っています。

⑤ クラブのアッピール（15年度の抱負等）

新日本スポーツ連盟さんに加入４年目になり

ます。まだ、４部ですが一昨年は2位になったり

もしました。年々上達してきており、今年も目指

せ３部を目標に頑張っています。

だいぶ2世も育ってきているので平成生まれへ

伝承できるよう頑張りたいです。

⑥ その他（スポーツに関する情報・スポーツ

連盟に期待すること等）

グランド確保が困難になって来ている昨今、

千葉市内などの素晴しい球場でセッティングし

て下さっている新日本スポーツ連盟さんには

大変感謝しております。体が動く限り野球をやっ

ていきたいと思います。

試合開始の

挨拶

相手チーム

は新撰組でし

た。

サッカー協議会は昨年からリーグ戦を行っ

ており、残り数試合を残すのみとなっていま

す。６月から祭典（春季大会）が始まります。

１部

ＦＣ バルサン 勝点 ４ １勝３敗1分

ＦＣ リベルタ 勝点 ９ ３勝０敗０分

パルテスール 勝点 ７ ２勝２敗１分

ヤンキース 勝点 ０ ０勝２敗０分

ＵＲＡＧＡＮＯ 勝点 ６ ２勝３敗０分

ＨｅＬＬＣＡＴＳ勝点１６ ５勝１敗１分

夜の盗賊団 勝点 ４ １勝２敗１分

カメラート 勝点 ５ １勝１敗２分

２部

ﾜｲﾙﾄﾞ ﾏｼﾞｮｰﾗ 勝点１０ ３勝２敗１分

ＮｉｋｏＦＣ 勝点 ３ １勝４敗０分

LEOVISTA 勝点 １ ０勝３敗１分

ＦＣ CROWS 勝点 ８ ２勝２敗２分

アベニーダ 勝点１３ ４勝０敗１分

茂原ＦＣ 勝点 ９ ３勝３敗０分

ＣＩＥＬＯ 勝点１６ ５勝１敗１分

ラッセル 勝点 ３ １勝４敗０分

クラブ紹介
習一ドラゴンズ

千葉県野球協議会

年間リーグほぼ終了
サッカー協議会



昨年度から始まったスカイプを使って2回目

の本格的会議となりました。各拠点との設定に

時間を費やし会議の出だしにいささか時間を

費やしましたが、てんこ盛りの議題をてきぱき

と処理し、議論を深めた密度の濃い二日間でし

た。

今回の理事会は、先の評議員会で確認され

た諸課題の現在の到達点を確認することが第

一義的に求められていました。その中でも、ス

ポーツ権・平和運動局から提案された被爆70周

年を迎える今年の一大イベント「福島～東京～

広島～長崎1800㎞一反核平和マラソン」は気

宇壮大なプランであり、国際活動局や50周年

記念事業の活動とも一体となって進めること

が確認されました。

千葉は直接のコースとはなっていませんが、

サポートランナーや運転手、ボランティア等可能

な限りの応援を行いたいと思いますので是非

ふるって協力をお願いしたいと思います。

次にスポーツ活動・組織局からの提案。連盟

員の1割増を目指す運動をどのように構築する

のか、課題は何か、3月末に全国連盟からの調

査票の提出が呼び掛けられていましたが、理事

会に間に合ったのが千葉をふくめてわずか5

件と低調であったことからも、この問題の深刻

さがクローズアップされた気がします。

今年6月6日～7日に東京で開かれる「組織拡

大交流会議」ではもっと多くの経験や話題が報

告されることを期待したいと思います。

もう一つ重要な議題である連盟機関誌「ひ

ろば」の2500部達成に向けての取り組みです。

千葉は皆さんの奮闘で目標の調査達成となり

ましたが、全国ベースでみると目標までは後25

0部余り。広報局から、8月中に2500部を達成し

たい！その為に新たに「ひろば・オブ・ザ・イヤー」

を設定、種目を特化した特集号を編纂、普及・組

織拡大ニュースの発行等々の提案がありまし

た。なかなか増やせないとぼやいてばかりで

は物事は進みません。やはり地道に連盟内で広

げることが長いようで短いのではないかとの

思いを強くしました。

最後に気になったのは全国スポーツ祭典・バ

スケット大会に関しての議論でした。これは連

盟に登録していないチームが祭典に参加して

いた。

収支報告に赤字が報告されており今後この

ような大会の継続は問題があるのでは、という

意見が出されたことによるものです。全国連盟

ではバスケットプロジェクトチームを立ち上げ

この問題に対して一定の見解・方向性を見出す

ことを確認しました。

おまけですが、50周年記念事業の一つ、連盟

立上げの功績があった方、クラブとして30年以

上の活動実績がある方も対象となります。千葉

県でもきっとあるはずですので是非チェックし

てみてください。なお、次回の理事会は8月の

日程でしたが6月の組織拡大交流会議と同じ日

に開催されることになりました。

第34回春季テニス大会が４月２６日から始まり

ました。大会初日は高浜庭球場に男子ダブルス

９チームが集まり朝から晴天のテニス日和で日

頃の練習の成果を発揮しようと熱戦が展開さ

れました。 試合内容は３チームによるリーグ

戦、ワンセットマッチ、ノーアドで行いました。決

勝戦も同順位による３チームのリーグ戦、ワン

セットマッチ、ノーアドで参加者から「沢山試合

ができ楽しかった。」との感想をいただきました。

１位リーグ

優 勝 大野・松浦組（ﾌﾞﾗｯｸｿｯｸｽ･ﾌﾞﾗｯｸｿｯｸｽ）

準優勝 紀野・大塚組（ミッドナイト・フリー）

第三位 新貝・宇田川組（苺大福・フリー）

２位リーグ

第一位 岩井・石井組（フリー・フリー）

女子ダブルスは４月２９日青葉の森庭球場で

開催しました。

１位トーナメント

優 勝 酒井・鈴木組（ﾗ･ﾌｪｯﾄ･ ﾌﾚｰﾑｼｮｯﾄ)

準優勝 田内・及川組(フリー・まりりんず）

第三位 鳥塚・福島組（フリー・フリー）

２位トーナメント

優 勝 内山・奥田組（ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ･ﾌﾞﾙｰﾛｰｽﾞ)

準優勝 渡辺・梅津組(まりりんず・まりりんず）

全国理事会に参加して
理事長 園川峰紀

春季テニスが始まりました



第１回常任理事会が４月１６日に開催されまし

た。「ひろば誌」の５月号の巻末に「スポーツ連

盟とわたし」の欄で千葉県連盟理事の秋本信

孝氏の紹介が記載されています。スポーツ連盟

結成期に関係された面々が載っていますので、

ご一読を。

総会以後の本日までの報告事項では、 ４月

１日にウォーキング協議会が結成されたこと、バ

ドミントンが今年は４回の大会を開催するとし、

まとめて要項を送付したこと、サッカーからは

年間リーグ戦の試合結果報告、空手では理事

会において人事の変更が提起されたことなど

がありました。

連絡事項としては、５月２４日の青葉の森リレー

マラソンの参加予定チームが２４１になりました。

5月２１日に袋詰め作業をおこなう予定。ウォー

キング協議会では４月１７日に初回のウォーキン

グの下見を佐倉の名跡を中心に行いました。ま

た、４・５月の各協議会総会に常任理事を配置す

ることとします。

協議事項では、

１、第５１回千葉県スポーツ祭典ビラの配布に

ついては、従前とかえて、労組・民主団体へは

減数し、公民館等の公共施設に重点配布すると

します。

２、ひろば誌の普及では、８月末までに１８０部ま

で購読者を増やす。

３、対市・県交渉については要請署名用紙を精

査し、今年度も実施する。

４、千葉県連盟総会のあり方についてでは、①

各協議会での代議員の任務を明確にした上で

選出してもらう。②事前に議長と事務局で打ち

合わせを行い、討論がスムーズに運営できるよ

うにする。③議案書を早期配布しておく。④発

言に当たっては議長を介して行うものとする。

などの反省がありました。なお、今回の総会議

事録が印刷されて出されました。規約改正につ

いては、「過半数の出席のうち３分の２の賛成

が必要」と明解にしておきます。

５、組織拡大については、１１月の創立５０周年を

節目に10％増の計画を具体化します。

テニスが3月の登録締め切りで増加している以

外は軒並み減少しています。各協議会の総会

時の登録人数を集約して、全体数を把握したい

と思います。

６、各協議会の状況・実態については時間がな

かったので、はしょりますが、サッカーの春季大

会が会場の確保ができず12チームによるトー

ナメントでの試合になってしまった。バレーでは

常任理事担当が確保されていない、など他の

協議会とも共通する多くの問題を抱えていま

すので今後も検討を加えます。是非とも、協議

会役員の任務分担を明確にし、運営委員会の

定期的な開催、県連盟との密なる連携、役員の

若手起用などを検討し、組織拡大におおいに寄

与してほしいと思います。

（副理事長 淺沼 義明）

春のバレーボールフェスティバルの感想より

（一面の続き）

第１回常任理事会報告

２試合行ったがどの試合も１セット目の出だ

しが悪かったです。関東大会では出だしから

点を取って流れを上手く持って行きたいと思い

ます。 （ＲＯＡＤ）

決勝トーナメントは予選リーグから勝ち上がっ

て来たチームが集まり、関東大会の席を勝ち

取る為にどのチームもやる気に満ちていて、

レベルも高く、白熱した試合が出来たと思う。

決勝では惜しくもフルセットで負けてしまった

が、この悔しい気持ちを忘れず関東大会では

より良い結果を残せるようにチーム一丸となっ

て頑張りたいと思います。（清球会）



○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）◆試合放棄－３（誰も球場に来ない場合）※雨天中止

５月 ２日（土）春季卓球大会

５月 ３日（日）野球協議会リーグ戦

シニアテニス大会

５月 ４日（日）野球協議会リーグ戦

５月 ５日（日）野球協議会リーグ戦

５月 ６日（休）野球協議会リーグ戦

春季テニス大会

５月１０日（日）野球協議会リーグ戦

５月１７日（日）野球協議会リーグ戦

５月２４日（日）野球協議会リーグ戦

青葉の森リレーマラソン

春季テニス大会

祭典・サッカー大会

５月３１日（日）春季テニス大会（予備日）

６月 ６日（土）春季テニス大会

シニアテニス大会

６月 ７日（日）野球協議会リーグ戦

６月１４日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会

６月２１日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・陸上競技大会

祭典・サッカー大会

６月２７日（土）バドミントン大会

６月２８日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会

全国理事会・組織拡大会議

６月６日（土）・７日（日）

関東ブロックランニング会議 ６月２０日（土）

５・６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


