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過去最高の参加者 748名！
大会記録（GR）続出に大いに盛り上がる！！

雨の真っただ中の6 月21日（日）千葉県の陸上競技場

スゲームを見ているような不思議な感じがしました。

のメッカ、天台陸上競技場で「第51回千葉県スポーツ祭典・

大会最後の種目4 ×400mR （1 マイルレース）は、大会プ

陸上競技大会」が過去最高の参加者で開催されました。

ログラム17時にスタート。選手たちは折からの雨もものともせず

大会はコンディションにも恵まれたのか？フィールド競技、トラッ

に素晴らしい走りを見せてくれました。一昨年からNISHIの計

ク競技とも今までにない大会記録が生まれました（詳細は別掲） 測システムを導入、賞状も名前の手書きからプリンターに統一。
天気予報では午後から雨模様、それも午後4 時頃から土
砂降りとなる情報を気にしながら午前9時ちょうどに一般男子

400m の予選からスタート。

スムーズな表彰も行うことが出来ました。表彰式での選手の
晴れやかな表情、嬉しそうな表情が印象的でした。
悪天候の中、黙々と審判業務に励んでいただいた千葉陸

午前中はトラックでは短距離

競審判員の皆さん、補助員として働いて頂いた千葉大の学

種目を中心とした予選。フィー

生さん、幕張本郷中・花園中・有吉中・御滝中の生徒さん、

ルドでは「やり投げ」「砲丸投げ」

この場を借りて感謝申し上げます・

「走り高跳び」「橋幅跳び」の決

嬉しいお褒めの言葉もありました。千葉陸競の方々から「こ

勝種目がトラック競技と並行し

の大会は幅拾い参加者で、人数も増えてありがたいです」

て進行。パラパラと時折大きな雨粒が降る時間帯もあり、心

これは本大会の特徴である

なしか選手も役員の皆さんも落ち着かない様子。

オープン参加（陸連未登録

午前11 時過ぎからはお昼を挟んで中学・一般男女の1500

の種目もあり、とりわけ小学

m や800m の決勝種目、そして午後1時過ぎ頃から午前中

生にも門戸を開いていること

の予選を勝ち抜いた選手による100m 、400m 、200m 、４

がこのような評価を受ける要

× 400mR の決勝レースが行われましたが、予報通り午後3

因と自負しているところです。

時を過ぎたあたりから、それまでどうにか我慢していた空も限界

来年11 月6 日には第31 回全国スポーツ祭典・陸上大会

を超えたのか、土砂降りの雨となり、急遽5000m の決勝種

がここ天台陸上競技場で開催予定です。陸上競技を行うア

目「壮年男子(2 組)」「一般女子」「壮年男子オープン」の4

スリートが減少している傾向にありますが、少しでも活躍の場を

種目を同時にスタートということになりました。結果的には、こ

提供し、スポーツ連盟のスローガンである「スポーツは平和とと

の対応のため残りの種目もほぼ予定通りに進行することが出

もに！」をこれからもアピールしていきたいと思います。

来たことは、大会プログラムの組み立て方が完璧？であったこ
とが裏付けられた形となりました。この間、オープン種目の小学
生 1000m 競争が行わ
れ まし た が、全 員 船 橋
法 典 小か ら 参 加 の 8 0
名が御揃いの赤いT シャ
ツで走る様子はまるでマ

（文責：園川）
大会記録(GR)一覧

佐倉・城下町遺構めぐりウォーキング
新日本スポーツ連盟千葉県ウォーキング協議会は、６月

介をしているところです。ビデオ演奏された佐倉囃子の太鼓に

１４日に第１回佐倉・城下町遺構めぐりウォーキングを開催

聞き入っていたウォーカーが思い出されます。敷地内にある高

しました。４月１日に創設された協議会は、開催に先立ち

札場を見たあと、土産店を横目に見ながら佐倉城下町の中

４月１７日に役員３人でコースの下見を行い、千葉県らし

心地をぬけ、佐倉藩総鎮守の麻賀多神社では注連縄を丸く

さを感じられ、かつ、ウォーキ

編んだ祭礼具に遊んだの

ングの楽しさや意義の確認

ち、予定を変更し昼食の

できるコースということで「佐

佐倉城址公園へ１５分

倉・ 城下町遺構めぐり」 を

のウォーク をしました 。昼

計画しました。

食を摂りながら 、今後の

曇天の当日、参加者１２

協議会が行うウォーキング

名が１０時に佐倉駅集合。

について、吉越悦子全国

自己紹介をしてから、役員

理事長や理事である板

からコース案内、資料の簡

垣美和子氏のサジェスチョ

単な説明の後、早速、ウォー

ンを受けながら 、飯盒炊

キングに入りました。

爨やクラフトを取り入れた

まず、佐倉彫刻どおりといわれる様々な彫刻像を見ながら３

少年少女のウォーキングを、８月を目途に催行を検討すること

０分の歩行程の間、お互いにコミュニケイトしながら旧堀田邸

を話題にしながら４５分の休憩後、丁度、開催している菖蒲

に向かいました。国の重要文化財である旧堀田邸では、ボラ

祭りに足を向けました。予定していた国立歴史民俗博物館

ンテイアガイドの９０分の説明案内を３０分にはしょてもらい、 の見学は、全員が既に 訪
不服そうなガイドに丁重なお礼をいい、次の目的地に向かい

れたこともあり割愛すること

ました。途中、時計草など様々な庭の草木を観賞しながらの

とし 、菖 蒲観賞 に 時間を

ウォーキングの醍醐味に感じ入ったしだいです。佐倉順天堂

割きました。多く の人が参

記念館では、ここでも、ガイドを断り１０分間の入場としまし

集している園で記念撮影、

た。蘭医、佐倉泰然の業績などを理解するにはより多くの見

菖蒲や杜若の相違などの

学時間が必要とわかっているので再館を約して跡にしました。

講釈を聞きながら、最後の

午後から雨天の天気予報もはずれ、暑さを感じながら佐倉高

訪問地である武家屋敷へ

校記念館へ足を運びました。県内の高等学校で唯一現在も

と向かいました。途中は、江戸時代とほとんど変わらない佇ま

使用されている明治期の木造校舎は管理棟として使われて

いを残すといわれるひよどり坂の鬱蒼とした竹林を抜けると城

いました、前身は１７９２年に

下町面影を今に残す武家屋敷通りがあり、築かれた土塁や

佐倉の藩校として創設された由

生垣は当時を偲ぶことができます。武家屋敷のうち、上級家

緒あるここは、西洋画家の浅井

士の家である旧河原住宅ではガイドさんの懇切丁寧な説明

忠、元プロ野球選手の長嶋茂雄

に聞き入り、中・下級の住宅は省略して帰路につきました。

など、多くの著名人を輩出してい

今回は歴史遺構が多くあり見学料金も掛かったが、１１キロ

ます。外観だけの見学としました。

の歩行程は脚の気だるさをとる海鮮を摘みのビールの美味さ

途中、２５８年間に及ぶ佐倉

を享受したことで良しとしたい。

藩の歴史に、当初、配された土
井利勝一族の墓所を見ながら佐
倉新町おはやし館へ行きました。
郷土の文化、伝統行事等の紹

淺沼 義明

2015年4月26日～6月6日
男子ダブルス
4月26 日 高浜コート
エントリー9 ペアと少なかったので、予選リーグ、その後順位別
リーグ戦を行いました。参加者のレベルが高く熱戦がくり広げ
られ見ごたえがありました。
終了後選手の方達は心良い汗をかいたようです。
優勝 大野・松浦ペア

準優勝 紀野・大塚ペア

第 3位 新貝・宇田川ペア

女子ダブルス
4月29日 青葉の森コート
エントリー29 ペア。リーグ戦後1 位トーナメント・ 2 位トーナメン
トで行いました。1位トーナメント優勝ペアは昨年の女子連全
国レディース大会千葉県代表、全国準優勝の2 人で圧巻の
優勝 酒井・鈴木ペア

準優勝

田内・及川ペア

第 3位

鳥塚・福島ペア

プレーの連続！さすがです！

男子シングルス
5月24日 青葉の森コート
男子シングルスは15 名エントリーで5 名のリーグ戦、トーナメン
トで6 試合の戦いになりました。1 位トーナメントに進んだ選
優勝

手3 名は、いずれもベテラン(50 代？)。若者を退けての勝利

今泉選手

準優勝

柴田選手

第 3位

金選手

です。

女子シングルス
女子シングルスは5 名エントリーでのリーグ戦。若い選手
で白熱した戦いでした。

優勝

小林選手

準優勝

斉藤選手

第 3位

亀井選手

混合ダブルス
6月6日 千葉東総合スポーツセンターコート
21ペア。リーグ戦後1位トーナメント・ 2位トーナメント・ 3位トー
ナメントで行いました。1 位トーナメント優勝ペアは学生時代
からプレーしている2 人。さすがダブルスが分かってる！3 位に入
優勝 樺島 上野ペア

準優勝 中園・加藤ペア

第 3位 丸一・杉山ペア

賞したお2人は年齢こそ50代半ば？ですが千葉県ベテランミッ
クス優勝者の方でした。若者と戦っても一歩も引けを取らない

6月末からは、千葉県スポーツ祭典が開催中です。
結果を楽しみにしていて下さい。

すばらしいプレーです。
・

千葉県連盟理事会報告

組織拡大を成功させることなどが話し合われました。
②事務局体制の強化として安藤氏を内定しました。ﾎﾞﾗﾝﾃｲ
ｱ事務員とし当面、「Ｓｐｏｒｔｓ．ｎｅｔちば」の作成、

6 月18 日穴川コミュニテイセンターにおいて第1 回理事会が

ランニングの補助として活動してもらいます。なお、機関誌の編

開催されました。

集にからみ常任理事会の討議にも加わってもらいます。財政

園川理事長の挨拶では「スポーツは平和と共に」のスローガン

面での裏づけは、常任理事会で討議します。このほかに事務

を掲げるスポーツ連盟としては巷間で戦争法案といわれる安

所体制として曜日を限定し日野、近藤、早川、田久保の各

保法制案に反対の声を大にして阻止しましょうという言辞に

氏に応援をお願いする意向です。その他、当面の活動では、

賛同の意を表して会議に入りました。

反核・平和マラソンを7 月 21 日千葉公園～稲毛海浜公園

金子事務局長の活動報告では、春季大会等として、ランニ
ングでは5 月24日の千葉・青葉の森リレーマラソンが241 チー

間走ります。空手の夏季大会を7 月19 日宮野木スポーツセ
ンターで開催などがあります。

ム、2117名の参加で大過なく無事終了、21 日予定の陸上

また、夏季募金〔年間15 万円〕 7 万円の呼びかけ。7 月24

競技大会では過去最高の748 名が参加登録していること。

日に戦争法案反対の学習・討論集会を千葉市民会館にて

4 月1日に協議会が結成されたウォーキングが6 月14 日に第

鈴木守弁護士〔テニス協議会会長〕を講師に開催します。

1 回目として「佐倉・城下町遺構めぐり」が12 名の参加で開

なお、案内ビラに新日本スポーツ連盟の法案反対のアピール

催、卓球では6 月3 日に始めてペアマッチ大会を千葉公園体

文を記載しておきます。その他、対県・対市交渉のための署

育館でおこない、ミックスバレーが印西において 11 チームで開

名行動、要求アンケートの取りまとめを9 月末をめどに実施な

催（ひろば誌7 ・ 8 月号参照）
。野球では5 月8 ・ 9 日草薙球

どの報告がありました。

淺沼 義明

状での全国選抜大会で千葉代表セブンスターがベスト4 など
の報告がありました。なお、この間行われた各協議会総会で
決められた協議会会長を記しておきます。ランニング＝逸見
眞一、ウォーキング＝淺沼義明、バレーボール＝石原史貴、
卓球＝小須田淳、テニス＝鈴木守、サッカー＝有吉正祐、

スポーツネットちばNo157 5月10日号のクラブ紹介に

野球＝田久保孝一、空手＝小倉芳治、スきー＝東山千恵

て取材協力していただきました「全国軟式野球千葉

子の各氏です。
各協議会の組織状況報告ではランニング1 クラブ13 名、卓

県大会」に参加活躍中の習一ドラゴンズがこのほど野球協の
機関誌でもあるスポーツのひろば7・ 8号にも登場！！

球75クラブ635 名、テニス41 クラブ321名、スキー3 クラブ51

選手の皆さんにも喜んでおられ、6 月の運営委員会の席でも

名、野球41 チーム828 名、サッカー15 チーム292 名、バレー

報告させていただきました。

20 クラブ310名、ウォーキング1クラブ4名、空手13 団体515

日ごろスポーツに打ち込む田種目競技の選手・関係者の皆さ

名（内小学301名・中学72 名）合計210 クラブ2969 名

ん、これからもクラブ紹介の取材に御協力下さり、

となっています。

全国のクラブチームの仲間達に苦労・喜びをアピールしてみて

討議事項では①組織拡大について行いました。総会方針で

はいかがでしょうか・・・

の10 ％の増でみると昨年は1999クラブ2934名であるから、
今年度は3227名にする必要がある。
今理事会でテニスのシニア大会の企画・運営に工夫を凝ら

スポーツのひろば7 ・ 8 月には今年 5 月静岡草薙球場
他でくりひろげられた第38 回全国選抜軟式野球大会

しての選手増加が報告されました。

に関する記事写真が盛りだくさん掲載されていました。

まずは大会参加者を増やすこと。そこで各協議会からの手立

優勝・準優勝チームの表彰後の集合写真、それに加えて、

てとして、大会のメリット〔参加費・試合数・会場・全国大会

表紙の奥村興産背番号16 畑野選手の笑顔のガッツポーズ、

等〕を明示することは勿論、ネットを利用したフリーメンバーの

その裏ペーシﾞの高知代表神風

獲得も考慮する。また、スポーツ連盟の大会に臨む考え方に

背番号2 岩本選手の気迫あふ

賛同を得ることが肝要、労苦の多いことではあるが「選手が主

れた必至のダイビングキャッチ、

人公」「誰でもがスポーツを」「スポーツは平和と共に」を念頭に

どれもすばらしい一枚でした。

行動することに尽力する。また、当面の目標を数として挙げ

田久保 孝一

ク ラブ 紹介

轟アスレチックス・コミット

（略称 轟ＡＣ

英語表記 TODOROKI athletic commit）

陸上競技にスタッフもコーチも選
手たちと真摯に取り組み喜びや
辛さを共有し、それぞれの人生

①クラブ(ﾁｰﾑ )名

をより豊かなものに出来たらと思

轟アスレチックス・コミット

②代表者

宮野 篤

います。

③連絡先

〒263-0021 千葉市稲毛区轟町

練習日は土曜日・日曜日です。

ﾒｰﾙ

info@todoroki-ae.jp

HP

http://www.todoroki-ac.jp

これからもよろしくお願い致します。

960 藤原幸羽さん

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）
発足より１４年が経過し、現在では小学１年生より一般
までで１４０名ほどのクラブチームとなりました。
元々、このクラブの立ち上げは「子供たちに陸上競技を出来
る環境を提供したい」と云う一点で始まったクラブです。陸上
競技は野球・サッカー・バスケ・バレーほど沢山のクラブ数はなく、
小・中・高と少子化で学校での部活動も昔のように機能でき
なくなり、特に陸上競技部は県下中学校では、４５％しかあ
りません。
クラブとして日本一になりたいと云う野望もありせんでしたが
「正しい指導法で陸上競技をできる場」だけを目指して今日ま

959 佐々木真美さん

で活動してきました。

⑤クラブのアッピール（15年度の抱負等）
正式名称は 轟アスレチックス コミット（略称 轟AC

英語

④に書かせて頂いた感じです。

表記 TODOROKI athletic commit）
アスレチックスとは陸上競技の事です。コミットには 委ねる・傾
倒する（全力を尽くす）
・専心する等の意味があり、陸上競
技に専心し、陸上競技に身を委ねて全力を傾けるとの意味
になり、その気持ちが込められているチーム名です。

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）
小さくてもイベントの数を増やせればと思います。
新日本スポーツ連盟に賛同しております。これからもお手伝い
をさせて頂ければと思います。

872 村山大智くん

轟アスレチックス コミットの皆さん

SPORTS SCHEDULE
７月
5 日（日 ）野球 協議会 リーグ戦
祭 典・テニス大 会（女子 Ｗ )
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 )

８月
8 日 （土）祭 典・ テニス大 会（全国 予選）
祭 典 ・バレーボール（ 6 人 制）
9 日 （日）野 球協議 会リーグ戦
祭 典・ サッカー大会

15 日（土 ） 祭典 ・バレーボール（ 6 人制）
16 日（日 ） 野球 協議会 リーグ戦
祭 典・ テニス大 会（予備 日）
23 日（日 ）野球 協議会リーグ戦
祭 典・ テニス大 会（全国 予選）
祭 典・ サッカー大会
祭 典・ バレーボール（ 6 人 制）
日（日
）野球
協議会リーグ戦
30
祭 典 ・テ ニス 大 会 （全 国 予 選 ）

第４９回全国軟式野球大会千葉県大会・途中経過
○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

