
梅雨明けを思わせる炎天下の下、7月12日（日）
15回目を迎える千葉反核・平和マラソンがランナー17
名、サポート5名、総勢22名の参加で行われました。
コースは、昨年から変更となった「千葉公園スタート～
JR千葉駅経由～稲毛海浜公園フィニッシュ」の約12㎞。
朝からぎらぎらと照り付ける太陽に水銀柱もうなぎ上り。
「コース短縮も考えるべきかな？」というよこしまな考えも
ちらっと頭をよぎりましたが、午前10時ひとまずスタートす
ることに。スタート地点にランナーが勢ぞろいした際には、
昨年同様「平和行進」の皆さんとばったり遭遇。エール
交換を行いお互いの健闘を称え合いました。

コース途中沿
道の反応は、
「今国会で審議
中の『戦争法
案』をめぐる情
勢を反映してか、
すれ違う人たち
の視線にも励ま
しの気持ちを強

く感じた」との参加者の一人がフィニッシュ後の懇親会で
も感想を述べていた一言に尽きます。一方、15回目とい
う年月の流れを反映してか、参加者の高齢化が目立つ
ようになってきことや参加者が少なくなってきたこと等も指
摘されました。ただ、今回初めて参加していただいた方が
4名もおいでになったことは新しい広がりを感じると同時に、
まだまだ私たちのアピールが世間に行きわたっていないこと
を感じた次第です。

フィニッシュしてからの懇
談会では参加者一人、
一人から反核マラソンの
感想と個々に訴えたいこ
ともしゃべってもらい来年
の再開を約し散会しまし
た。 園川 峰紀

～事務局談～
気温のことを考えるとコー
スはやはり短縮したほうが
よかったかな～？でも全員途中で棄権することなく完走
してもらったことで良し！とします。
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炎天下を走りきる！
今年も反核・平和をアピールしました。
～～～第15回千葉反核・平和マラソン～～～



7月19日（日）千葉市・宮野木スポーツセンター・体
育館で夏季空手大会が開催されました。
スポーツ連盟は年２回空手大会を開催しています。以
前は秋のスポーツ祭典に対して春に春季大会として開
催していましたが、会場の関係で近年は７月に開催して
います。名称について再検討するよう求められていました。
今回から名称を変更、会場の横断幕も「夏季空手大
会」に変更されました。
今回の大会の特徴は新しい団体の参加とレベルの向上
が見られたことでした。
昨年の参加団体と参加者数は12団体、138名でした
が、今回新しい２団体の参加があり168名となりました。
また、レベル的にも新しい団体の参加により形競技、
組手競技ともに緊張感溢れる好試合が展開され、大
変締まりのある大会となりまし
た。特に女子選手の活躍が見
られ、組手競技ではベスト４に
女子が入賞している種目が多
数見られました。
競技運営についても各団体
の分担が明確にされ、審判員
はもとより各コートの役員（保
護者）のきびきびした対応に

素晴らしいものがありました。
昨年より30名多い参加者

のため、５時の閉館時刻が守られるか心配する向きもあ
りましたが、競技終了が3時30分、4時退館と順調な運

営で大会を成功さ
せることが出来ました。
今回も個人戦と

共に団体戦を開催。
決勝戦では大将同
士の対戦で決着が
決まると言う接戦と
なり、初参加の勝山

会が２対１で葵會舘本部を下し初優勝の栄冠を手に
しました。

スポーツ連盟空手協議会が
夏季空手大会を開催



結果は以下の通り
①クラブ(チーム)名 ミックスなんて嫌余男

(みっくすなんていやよだん)
②代表者 賀山 亮
③連絡先 〒252-0815

神奈川県藤沢市石川
電話080-6545-4743
ﾒｰﾙ oyramayak@gmail.com

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）

「ミックスなんて嫌余男(みっくすなんていやよだん)」は
上智大学バドミントンサークルＭＩＮＴ のメンバーを中
心に3年前（2012年）に発足しました。発足の経緯で
すが、千葉県連盟の団体戦がチームを作るきっかけとな
りました。
ＭＩＮＴは毎年年末にミックス大会に出場しますが、私
を含めたチームメンバーにはミックスのペアがいませんでした。
そこで余った皆で別の大会に参加できないかと考え、見
つけたのが千葉県連盟の団体戦です。
チーム名ですが、ミックス大会に参加できず余ってしまい、
嫌になったという当時の状況をチーム名に採用しておりま
す。（笑）
※実際はミックスが嫌いというわけではありません。
練習は土曜日を中心に月に2，3回行っています。年
齢層は20代中心、活動場所は主に江東区の体育館
で、参加人数は6～12名です。「ミックスなんて嫌余男」

というチーム名ですが、女性メンバーもいます。練習後に
は飲み会を開き、良い汗をかいた後のおいしいビールを
沢山飲んでいます。

⑤クラブのアッピール(今年度の抱負等）
今年はユニホームも作り、気合いが入っています。団体
戦では3年前以来、入賞がないので（当時は2部で3
位）入賞を目標に練習回数を増やし、メンバー一同熱
く盛り上がっています。
また、僕らは大学のサークルメンバーが中心でして、
なかなか他の人達と打つ機会がないので、もし練習に参
加したい方がいれば是非連絡をして頂ければと思います。
ミックスをしたいので女性大歓迎です。（笑）

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)
オープンの団体戦がなかなか無いので、千葉県連盟に
はとても感謝しています。
今後も継続的に大会を主催して頂き、僕らのモチベーショ
ンを作ってくれたら幸いです。

クラブ紹介

ミックスなんて嫌余男
千葉県バドミントン協議会(準)



6月27日(土)習志野市袖ヶ浦体育館で男女団体戦
が開催されました。
バドミントン協議会(準)では全国大会予選会の他、例
年6月に男女別の団体戦を開催しています。今回は１
部の申込は無かったものの男子2部に8チーム、3部に10
チーム、女子2部に4チーム、3部に8チーム、合計29チー
ムが参加しました。
バドミントン専門の「バドネット」での宣伝効果もあり、参
加チームは東京・神奈川からの参加もありました。今回
は参加チームが多くなかったため3～4チームリーグの後順
位トーナメントを行いした。どのコートも伯仲した試合で、

梅雨時の暑さとも重なり体育館
の中は熱気でムンムン！昼過ぎ
には20分間の換気が必要とされ
るほどでした。
今回も拓大紅陵高校バドミント

ンクラブの生徒さんが運営に携わって下さいました。

試合結果は以下の通り
◆男子２部
1位トーナメント
優勝 おい、ひろゆき（四街道市）
準優勝 てぃわら会（横浜市）

2位トーナメント
3位 美鈴会（流山市）
4位 Ｆａｉｒｙ（千葉市）

◆男子３部
1位トーナメント
優勝 こってり豚眠豚（流山市）
準優勝 地底会（流山市）
3位 スリーパーZZZ（流山市）

2位トーナメント
優勝 さざえさん（習志野市）

◆女子２部
優勝 拓大紅陵高Ａ（木更津市）
準優勝 おい、わたなべ（四街道市）

◆女子３部

1位トーナメント
優勝 地底会（流山市）
準優勝 Ｗｉｔｈ （江戸川区）

２位トーナメント
3位 松戸クリーンセンター女子部
4位 Ｓｈｏｔ’04（習志野市）

参加者からは次のようなコメントを頂きました。

○一日楽しく出来ました。 勝ちたかったけどあと一歩！
次こそガンバリます （スリーパーZZZ）

○試合もスムーズで、15点ゲームでしたが、非常に楽
しめました。運営ありがとう御座いました。

（おい、ひろゆき）

○試合数も多く、とても内容の濃い試合が出来ました。
今日の試合で学べたことを生かしてこれからの練習に取
り組んで行きたいと思います。また、次回も参加したいで
す。！！ （拓大紅陵高校）

優勝 おい、ひろゆき (男子２部)
拓大紅陵高Ａ (女子２部)

習志野市でバドミントン男女団体戦を開催



7月16日に第3回常任理事会を行いました。この日は戦後
最悪の戦争法案が衆院本会議で、自民、公明両党によって
強行採決された日でもありました。主権者である国民多数の
反対意見を踏みにじる暴挙に、国会前では連日、何万人も
の人が怒りの声をあげて抗議しているのを見ると馳せ参じたい
が、今日は常任会議の日、「廃案必ず」の声を広く、深くあげ
ることの意を強くして会議に臨みました。
さて、「ひろば誌」7・8月合併号では、夏休みに多い水の事
故について、溺れそうになったら「助けて！」ではなく「浮いて
待て」の表題で特集を組んでいます。時宜を得た必読の文だ
と思います。
主だった報告・連絡事項では7月12日の第15回反核平
和マラソンが実施されたこと（別途掲載）。第2回ウォーキング
では、8月18日に東金街道などの古道ウォーキングを予定。テ
ニスにおいて、この間、開催された春季大会・シニア大会・祭
典大会で全てペイできない状況が続いている。会員は増加し
ているが参加チームが減少しコート代にもならないので苦慮し
ているとの報告。全国組織拡大会議では東京・大阪では若
手の事務局採用をして活性化を図っている。などがありました。
協議事項では
①理事会総括として理事の出席率64.7％と低迷しているの
で、仕事の都合などやむをえない欠席の場合は事前に資料を
送付し文書発言などをしてもらうようにする。
②創立50周年に向けて提起された点では、１、組織拡大
については10％増の目標達成に向けて、各協議会が年間
随時登録を可能にするなどの工夫をこらした検討を要請する。
２、ウォーキング協議会については11月の理事会の議決を経
て総会で承認できるように規約等を精査し、常任理事会で
検討を加える。３、複数協議会加盟の加盟費については今
後検討する。４、ひろば誌の拡大では8月末までに180部に
する。５、11月の50周年記念レセプション参加者を10名確
保する。現在園川・本田・金子・淺沼・秋本・日野・安藤の
7名が決定しています。
③事務所体制については、事務補助要員として、安藤氏の
勤務形態・経費等が明確になり、7月より開始することが決
定されました。その他事務所の利便性を挙げるべく書類等を
整理し、トランクルームの利用など有効活用をしていきます。
④7月12日の第15回反核平和マラソンと7月24日の「ストッ
プ戦争法案の学習会」の準備、役割分担を決めました。
今回は、この催しを多くの人に知ってもらうため、事務局→各

協議会長→連盟員へとメール拡散してもらうことにしました。
反核マラソンのビラ裏面にはスポーツ連盟の戦争法案反対の
アピール文が掲載されています。
⑤その他、夏季募金の集約が64,500円になっています。創
立50周年記念表彰で徳田稔氏を推薦することになりました。

淺沼 義明

新国立競技場建設案、白紙撤回に

7月17日、安倍首相は「新国立競技場建設案を白紙に
戻す」と、表明。安保法案(戦争法案)で国会・世論に追い
詰められつつある中で、世論の言うことを聞く形にして内閣へ
の不評の挽回を図ったとの見方がある。何はともあれ「良かっ
た」。本当にそうであろうか？ オリンピックを狙って一儲けを画
策している人々や団体が鵜の目鷹の目でいることをしっかり見
ていく必要がある。
そもそもこの問題は何か。「コンパクト五輪」、「レガシーを引
き継ぐ」のかけ声がありながら改築すればまだ使える旧国立競
技場を解体して、ザハ・ハディド氏(女性；イギリス在住のイラ
ク人)の案を採用したことが問題を起こすことになったのである。
デザインも奇抜なものであり、屋根の部分の鉄骨量だけでも
東京タワー５基分にもなるという。建設費は当初の1,300億
円→1,692億円→2,520億円に急騰。文科相が「東京都
が500億円出す」と発言、これに対して桝添都知事が反論。
スポーツ界からはほとんど発言がなかったといわれるが、事実
ではない、"2020東京オリンピック・パラリンピックを考える都民
の会”の中心メンバーとしてスポーツ連盟東京都連盟は昨年
来、加盟団体と共同で「オリンピックムーブメント・アジェンダ21」
(…既存施設を修理しても使用できない場合に限り、新しい
施設を建設することができる)などを示して都知事、組織委員
会会長宛に提案を行い、視察に来たIOC委員にもアッピール
を行ってきた。ここに来て元オリンピック選手などの勇気ある発
言(為末大氏のHP、有森裕子氏のシンポジウムでの発言、
平尾剛氏のツイッター）などもあり安倍首相の「白紙」発言に
繋がったのである。
国内的には課題がいっぱいある。①市民スポーツとの両立、
②原発事故からの除染・東北復興、③暑さ対策(7/24開
会式を予定：私は何回かに渡り実施時期の変更を主張)な
ど山積している。３度目の東京五輪(1940年返上、1964
年に続いて2020年)開催が戦争法案の実効で返上などとい
うことにならないことを願う。 秋本 信孝

第３回常任理事会報告



1日(土)祭典・卓球大会(団体戦)

2日(日)野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会(混合),《関東ﾌﾞﾛｯｸ予選》

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)

30日(日)祭典・テニス大会(全国予選),シニアテニス大会
祭典・サッカー大会
祭典・卓球大会(個人戦)

12日 (土 )第39回全国選抜野球大会
千葉県大会キャプテン会議

祭典・バドミントン大会
20日(日)祭典・野球大会リーグ戦＆トーナメント戦

サッカー年間リーグ開始
21日(祝)祭典・野球大会リーグ戦＆トーナメント戦

祭典・テニス大会(予備日）
22日(休)祭典・野球大会リーグ戦＆トーナメント戦

祭典・卓球大会(ダブルス戦）
祭典・バレーボール大会

23日(祝)祭典・野球大会リーグ戦＆トーナメント戦
祭典・テニス大会(全国予選）
シニアテニス大会
サッカー年間リーグ

27日(日)祭典・野球大会トーナメント戦

９月８月

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

SPORTS CALENDAR


