
今年で13回目を迎える「青葉の森リレーマラソン」は241組
（内1組当日棄権）およそ2200名のランナーを迎えてのスポー
ツ連盟千葉県連盟にとってもビッグな大会となりました。朝目
が覚めるとドンヨリと曇った空、時折吹く風も心なしか強く感じ
ます。これじゃ天気予報どおり雨の中での大会となるかも・・・
しかし会場につき準備を始めていると、続々とランナーがあち
こちから湧いてくる。受
付が始まる8時半頃に
なると日差しも差してく
る陽気へと一変。ひょっ
としたらピーカンの好天
気になるかな？との期
待がわいてきました。こ
このところ好天に恵まれ
ているが、これはきっと
主催者の中に晴れ男
がいるせいかも・・・いや
いや晴れ女のランナーが多いせいかも。。。と自問自答。
そうこうするうちに受付には黒山の人だかり。チームのテントが
そこここに立ち並び、受付を済ませると早速ウオーミングアップに
出かけるランナーあり、今日の作戦を練るチームあり、さながら
カオスを思わせる雰囲気に！アナウンサーがレース前に早速い
くつかのチームにインタビューを開始！どのチームも底抜けに明
るく、レースを楽しむぞ～♪との声が返り、本大会がすっかりラ
ンナーの間に定着してきている感じを受けました。
午前9時半に開会式。大会会長園川県連盟理事長から
歓迎の挨拶、馬場審判長から競技上の諸注意、そして最後
は昨年ファミリー部門で1位に輝いた「チーム☆まっきー」の可
愛い男の子と女の子による力強い選手宣誓！（このチーム
今年もファミリー部門で3位入賞のご褒美がありました！将来

が楽しみですね～♪）
午前10時号砲一発！240チームが一斉に42.195㎞先
のフィニッシュを目指してスタート。道幅一杯に広がったシーン
は何回も見ても感激！ 1周約2㎞を制限時間4時間内で
走る本大会。どのチームも遠慮してか申告タイムは控えめ。で
も走る姿は真剣そのもの！中にはコスプレあり、シリアスあり、

小学生中心のファミリーあり、ランナー
の自己主張がこれでもか、これでも
かと続くシーンにこれまた感激！ ラ
ンナーの合間を縫ってインタビューの
マイクを向けると、どの顔もはちきれ
んばかりの笑顔が返ってくる。中には
「うちのチームのインタビューもしてよ！」
と催促を受けインタビューアーにとっ
ては嬉しい悲鳴。あちこちのチーム
にレースの感想を聞くと異口同音に
「きつい！でも楽し～♪」もっとびっく

りしたのは「リピーター」のチームが多いこと。そしてもう一つ「な
んとランナーの中に80歳を超える熟練ランナーの姿」が確認で
きたことでした。これはランニングが国民的スポーツになり根強
い人気があることを実感させる一コマでした。
そうこうするうちにスタートして2時間あまりが経ち、そろそろトッ
プチームが帰ってくる時間となり、フィニッシュで今か今かと到着
を待っていると、途中経過で「2番のチームがトップだ」という情
報が飛び込んできました。
何と昨年の覇者「JR EAS
TランナーズＡ」を押さえ「千
葉韋駄天アスリーツ風神」チー
ムがトップでフィニシュゲート
に飛び込んできました。
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千葉韋駄天アスリーツ風神、念願の初優勝！！
JR EASTランナーズ（昨年優勝）は45秒差で2位に沈む！！
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JR EASTランナーズ（昨年優勝）は45秒差で2位に沈む！！



タイムは2時間7分54秒、残念ながら昨年の優勝
記録及ばなかったものの堂々の優勝！
優勝インタビューでは監督（かなりの美女でした）
がハイテンションの口調で「やった～初優勝だ～♪」
と嬉しさを爆発。かたやアンカーのランナーは冷静な
口調で「1位になれたのはみんなのおかけです。」との
クールな対応が印象的でした。
一方惜しくも優勝を逃したJR EASTランナーズＡ
にマイクを向けると「1位になれなかったのは正直悔しいが、我々
の上を行くチームがいることでまた闘志がわいてくる。このような
場所を提供して頂いた主催者の方々に感謝したい」と。。。な
かなか言えるセリフじゃありません。来年も待っていますよ～♪
ちなみに2位のタイムは2時間8分39秒。これもなかなかのタ
イムでした。来年の雪辱を期待したいものです。
大会制限時間である午後2時を迎えてコースには待機チー
ムゼロ！今年も昨年に引き続き4時間の制限時間を超えてフィ
ニッシュするチームは今年もゼロ！ やはり多くのランナーの力を
合わせると42.195㎞の長い長い距離も苦にはならないもの
です。走り終えたチームは会場のあちこちでおいしいビールに舌
鼓を打ちながら今日のレースを肴に大いに盛り上がっていまし
た。
総合３位以下6位までのチームは次のとおりでした。

各部門の1位入賞チームは次のとおりでした。

そしてピタリ賞に第1位は
WASEDA Law A
記録3.29.58 申告3.30.00

■総合優勝 「千葉韋駄天アスリート・風神」

■総合準優勝 「JR EASTランナーズＡ」

■総合第３位 「ニッポンランナーズR 」
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千葉県卓球協議会は5月2日（土）千葉市公園体育
館にて、春季卓球大会（団体戦）を開催しました。昨年度
は会場が取れず、開催が危ぶまれたのですが、他団体の好意

で会場を譲ってもらい開催することができました。会場を確保
することが、毎年の課題となっています。今後、より小さな会場
での大会を計画するなどの工夫も検討課題となっています。
今年度は、「より楽しい工夫した大会をめざして」をモットーに
大会を計画しました。今年度の春季卓球大会は、昨年の「1
ダブルス2シングル」の試合を改め、「2ダブルス3シングル」の団
体戦に取り組んでみました。男子2１チーム（95名）女子
29チーム（123名）が熱い戦いを繰り広げました。4名ま
たは5名でチームを編成しなくてはならず、選手を集めるのが
大変という意見も出ましたが、沢山試合ができるようにと工夫
してみました。全国大会の団体戦に合わせての大会にしてみ
ましたが、たくさんの愛好家が参加できるように、更に工夫した

春季卓球大会を工夫する必要があるかもしれません。
今年度は、新しく新日本スポーツ連盟が考え出した「ペアマッ
チ大会」や「新春卓球大会」も計画しています。
今大会は、男子5ブロック、女子９ブロックに分かれ４または
５チームのリーグ戦を行い、各リーグ1位・2位・3位・4位ぬけ
トーナメント戦を行いました。参加選手からは「今大会は進行
がとてもスムーズで楽しく試合ができました。本部の方々大変
ありがとうございました。また大会に出場した際にはよろしくお願
いします。」「4チームのリーグ戦だったので決勝リーグも合わせ
て4試合できたので、本当に楽しかった。参加したメンバーも
同じ意見でした。」との感想も寄せられました。
運営委員会は、より進行がスムーズに進むようにと、新しい対
戦表を用いましたが、短時間ながら、空きテーブルが出るなど
決勝トーナメントの進行が少々遅れたことが反省としてあげら
れています。（日野正生）
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５月２１日、午後からのリレーマラソン準備の袋詰めのあと、
第２回常任理事会を開きました。常任理事会では会議の冒
頭、スポーツのひろば誌の読後感想を輪番で提起し討議して
います。今回は連盟創立５０周年の年ということで書かれた
歴代理事長の蘊蓄のあるリレートークの掲載文について行い
ました。必読です。〔３月号より掲載〕
この間の主だった報告事項では、４月１７日に佐倉ウォー
キングの下見実施、４月２３日のかずさ卓球協議会総会で
出された地域協議会と県協議会との関係を規約整理で修
正、４月２９日ミックスバレー大会で優勝の八街排球クラブ
などの全国大会出場への確認、４月２９日の空手協議会
総会で役員改選があり会長に小倉芳治氏・理事長に田口
淳一氏などが決まる。野球では５月９・１０日の全国大会
に千葉代表セブンスターズがベスト４。スキー協議会では５
月１０日の総会で千葉県勤労者スキー協議会として再建
し、会長に東山千恵子、副会長に鳴海定光、事務局長に
真庭京子の各氏を選出、などがありました。
連絡事項としては５月２４日のリレーマラソンは本誌別途
掲載、５月３１日からはスポーツ祭典サッカー大会が行われ
ます。６月３日に卓球としては初開催のペアーマッチ大会を
予定しています。６月１４日に「佐倉・城下町の遺構めぐり」
のウォーキング、６月２１日の陸上大会の参加申し込みが
７４８名で過去最高、去年は６３５名でした。
協議事項として、
①事務局体制の強化としてボランティア募集をかけていた件
で人選に入りました。県連盟の機関誌「Ｓports netちば」
の編集とランニング関係の補充等として仕事分担をしてもらう
意向です。次の理事会にて提案しますが財政面での裏づけ
は今後常任理事会で検討します。
②６月６・７日の全国組織拡大会議に金子事務局長が
出席予定です。上記のウォーキング協議会・スキー協議会再
建の動向について報告します。なお、第１回「佐倉・城下町
遺構めぐり」ウォーキングについてはおおいに拡散願います。
③「スポーツのひろば」誌の普及については現在１７３部、
この間の２部の増誌は振り込用紙を同封して手紙を送付、
後に購読依頼の電話して得たものです。８月末までに１８
０部の目標達成を。
④全国連盟主催の反核平和マラソン（福島～東京～広
島～長崎）1800kmのサポートランナーの募集がきています。
東京～神奈川間の１区間５km程度の走行になります。

奮って参加を！
⑤再校正した第51回スポーツ祭典ビラを各協議会に配布す
ると共に、今まで実施していなかった公民館・コミュニティセンター
へも送付することにしました。
その他、５月１６日の「障害者スポーツの発展をめざして」第
４回提言討論会の報告がありました。また、全国スポーツ「九
条の会」学習会の報告では、国会に上程されている戦争法
案の審議動向にあわせて、燎原の火のごとく全国各地で反
対運動が展開されていることも報告されました。
〔文責 淺沼義明〕

今年はヒロシマ・ナガサキに原爆が投下されて70周年を、そし
て新日本スポーツ連盟が創立されてから50周年というそれぞ
れの記念すべき節目の年を迎えます。
創立50周年記念事業の一環として、7月25日から26日に
かけて福島から宇都宮を経由して東京(夢の島)までの300
㎞、7月27日から8月5日にかけて東京(夢の島)から広島・
長崎までの1500㎞、合計1800㎞の壮大な「反核・平和マ
ラソン」が企画されています。
千葉県はコースには組み込まれていませんので全コースに参
加することは厳しいと思いますが私たちの反核の熱い思いを
ヒロシマ・ナガサキに向け届けるためにも「サポートランナー」を
募りたいと思います。日程は次のとおりです。

＜福島～宇都宮～東京（夢の島）コース＞
7月25日（土）福島～宇都宮
7月26日（日）宇都宮～東京（夢の島）
＜東京（夢の島）～横浜コース＞
7月27日（月）東京（夢の島）～横浜
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第15回千葉反核・平和マラソン

日時：7月12日(日)午前9時45分(集合)
場所：千葉公園内・綿内池 展望台
(JR千葉駅北口から徒歩5分/千葉都市ﾓﾉﾚｰﾙ千葉公園駅)
コース：千葉公園～きぼーる～中央公園～市役所前～

稲毛海浜公園
申込:千葉県連盟へ
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４月号に続きバドミントン協議会（準）からの
紹介です。３月２７日（土）習志野市袖ヶ浦体育館での
混合団体戦でお聞きしました。
①クラブ（チーム名） サウス
②代表者 吉田法夫
③連絡先 東京都江戸川区
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）
22年前（1993年）に江戸川区南葛西バドミントンクラブ
の姉妹クラブとして発足しました。
南葛西で練習をしているので（サウス）となりました。練習は
火曜日の夜と土曜日の日中で毎回の平均人数は１４～５
名です。練習場所は火曜日は南葛西第三小学校、土曜日
は西葛西小学校と第四西葛西小学校を交互に使用させて
頂いています。

（サウスＡチームの皆さん）
メンバーはレベルの差はありますが、経験者で構成されていま
す。40代が主ですが20代、60代の方も参加しています。江
戸川区や千代田区の大会に出場しています。
⑤クラブのアピール（１５年度の抱負等）
仲間が仲間を呼んでいます。楽しく誰もが気軽に参加しやす
いクラブです。試合の後、飲み会も行い親睦を深めています。
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こ
と等）スポーツ連盟の大会はいろいろな地域の人と試合が出
来る事と団体戦でも4名で参加できるのが有難いです。それに
アットホームな感じがして楽しいです。

ミックス大会も沢山企画して貰いたいです。年齢別の大会も
あると嬉しいですね。

混合ダブルス
（２試合目）
高橋一馬・三木奈美組

男子ダブルス
（３試合目）
若松広明・三木亮組
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サッカー協議会は昨年からリーグ戦を行っており、先月号に
引き続き最終結果を掲載します。６月から祭典（春季大会）
が始まります。
【１部】
HeLLCATS..........勝点１６ ５勝１敗１分 1位
F.C.リベルタ..........勝点１５ ５勝２敗０分 2位
カメラート........... 勝点１４ ４勝１敗２分 3位
パルテスール......... 勝点１３ ４勝２敗１分 4位
F.C.バルサン........ 勝点 ７ ２勝４敗１分 5位
夜の盗賊団......... 勝点 ７ ２勝３敗１分 5位
URAGANO.........勝点 ６ ２勝４敗０分 7位
ヤンキース............勝点 ０ ０勝７敗０分 8位
【２部】
アベニーダ 勝点１９ ６勝０敗１分 1位
CIELO 勝点１６ ５勝１敗１分 2位
ﾜｲﾙﾄﾞ ﾏｼﾞｮｰﾗ 勝点１１ ３勝２敗２分 3位
茂原F.C. 勝点 ９ ３勝４敗０分 4位
F.C.CROWS 勝点 ８ ２勝２敗２分 5位
NiKoF.C. 勝点 ６ ２勝５敗０分 6位
ラッセル 勝点 ５ １勝４敗２分 7位
LEOVISTA 勝点 ３ ０勝４敗３分 8位
ヤンキースは2部へ、アベニーダは１部へ
URAGANOとラッセルは入替え戦を予定。

サッカー協議会は昨年からリーグ戦を行っており、先月号に
引き続き最終結果を掲載します。６月から祭典（春季大会）
が始まります。
【１部】
HeLLCATS..........勝点１６ ５勝１敗１分 1位
F.C.リベルタ..........勝点１５ ５勝２敗０分 2位
カメラート........... 勝点１４ ４勝１敗２分 3位
パルテスール......... 勝点１３ ４勝２敗１分 4位
F.C.バルサン........ 勝点 ７ ２勝４敗１分 5位
夜の盗賊団......... 勝点 ７ ２勝３敗１分 5位
URAGANO.........勝点 ６ ２勝４敗０分 7位
ヤンキース............勝点 ０ ０勝７敗０分 8位
【２部】
アベニーダ 勝点１９ ６勝０敗１分 1位
CIELO 勝点１６ ５勝１敗１分 2位
ﾜｲﾙﾄﾞ ﾏｼﾞｮｰﾗ 勝点１１ ３勝２敗２分 3位
茂原F.C. 勝点 ９ ３勝４敗０分 4位
F.C.CROWS 勝点 ８ ２勝２敗２分 5位
NiKoF.C. 勝点 ６ ２勝５敗０分 6位
ラッセル 勝点 ５ １勝４敗２分 7位
LEOVISTA 勝点 ３ ０勝４敗３分 8位
ヤンキースは2部へ、アベニーダは１部へ
URAGANOとラッセルは入替え戦を予定。

年間リーグ最終結果
サッカー協議会

年間リーグ最終結果
サッカー協議会



６日（土） 春季テニス大会
シニアテニス大会

７日（日） 野球協議会リーグ戦
１４日（日） 野球協議会リーグ戦

祭典・サッカー大会
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

２７日（土） バドミントン大会
２８日（日） 野球協議会リーグ戦
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１２日（日） 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会（予備）
祭典・サッカー大会
反核平和マラソン

１９日（日） 野球協議会リーグ戦
夏季空手大会

２０日（休） 野球協議会リーグ戦
バレーボール（６人制）主将会議

２６日（日） 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会（男女Ｓ)

５日（日） 野球協議会リーグ戦
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第４９回全国軟式野球大会千葉県大会・途中経過(５月２４日現在)
○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
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