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第51回千葉県スポーツ祭典・卓球大会（団体戦）
8月1日(土)千葉ポートアリーナにて第51回千葉県ス
ポーツ祭典・卓球大会・団体戦が開催されました。
この大会は12月19日(土)～20日(日)京都市・島津
アリーナ、 2016年1月16日 (土)～17日 (日)岡山市・
桃太郎アリーナで開催される全国卓球選手権大会の
予選会として開催され、男子一般の部に17チーム、年
代別の部に20チーム、女子一般の部に4チーム、年代
別の部に18チームが参加。全国大会出場を目指して

市川フレンズは昨年全国大会 70歳代で 3位に入賞し
推薦されています。

熱戦が繰り広げられました。

なおこの日は全国

今年も昨年同様、一般

大会予選会の他に

男子団体戦に市川市を中

親睦 と 交 流 を兼 ね

心 に優 秀 な選 手 を 揃 えた

たオープン大会も開

「ＴＲＦ」と市原地域で活

催。男子13チーム、

躍している、高校生・大学
生中心の「赤翔馬」など多く

女子 26 チー ム が集
い、６～7チームのリー

のチームがエントリーし、４チー

グ戦を楽しみました。

ムの代表枠を巡り激しい戦いが行われました。

▼参加者の声です

若い力のある選手同士の戦いに会場のあちらこちらから

◎予選会は厳しい戦いでしたが、千葉県代表として頑

応援の掛け声が響き渡り、この夏一番の暑さの中、高

張ってまいります。（ＦＣＣ 井坂さん）

額な冷房をかけても熱気は一向に治まりませんでした。

◎試合の進行がスムーズで良かったです。全国大会で

全国大会の切符を手にしたのは以下のチームです。

は上位入賞目指して頑張ります（成田クラブ 石川さん）
◎他のメンバーが頑張ってくれたおかげで3位になることが
できました。自分は勝つことが出来なかったので次は、チー
ムを引っ張れるよう日々の練習をしっかりこなし、強くなっ
ていきたいです。観客席は暑かった！
（オープン大会参加 東京理科大ＯＢ 熊王さん）

なおＴＲＦ(Ａ)は昨年全国大会一般の部で、更に
ＴＲＦの年代別30歳代も優勝し推薦されています。

世界に広がる
反核・平和の熱い思い!!
～～～2015反核平和スポーツのつどいin 広島に参加しました～～～
40数年振りに訪れた広島はやはり暑かった～～～！！！
私が「反核・平和マラソン」と関わりを持つきっ

この日の夜、広島市内で開催された交流会では、

かけとなったのは、20代前半の頃「人間を返せ」

新スポ連とはお馴染みの FSGT や韓国市民体育連盟

という合唱曲を歌う東京労音合唱団のメンバー

からの参加者に加え、フランス・スタン市から初めて反核・

になったことからです。原子爆弾が引き起こした惨禍をこ

平和マラソンに参加する25名の若者が会場を大いに盛

の目で見てみたいとの思いに駆られ現地に行きました。

り上げてくれました。翌日の長崎に向けてのスタート前で

本番の舞台では思いのたけをぶつけ、歌いきった思い出

一番盛り上がっていたのは、もちろんこのグループでした。

があります。時は流れ、反核・平和マラソンの参加募集

やはり若者のエネルギーは偉大なものがありますね。
翌日は広島城公園周回道路を使う「第29回広島城

記事に目が留まり、東京連盟主催の反核・平和マラソ
ン、そして千葉連盟の反核・平和マラソンの参加するよう
になり まし た。今年スポー ツ

マラソン・ウオーキング大会」が午前7時に開催されること
から、当日参加費を支払い1周

1.6㎞を2周するマラソン部門に

連盟創立 50周年を記念し
て行われる「2015反核平和
スポ ーツの 集い in 広島」が

参加。スタートしてからあっと言
う間に置いておかれ、最後尾を

開催されると聞き、その内容
も被爆 70周年の節目の年

走る羽目に。途中コースミスをし

で 「福 島 ～ 東 京～ 広 島 ～
長崎1800㎞反核・平和マラ

ちよく走りぬくことが出来ました。

ソン」に参加するランナーとも

館前に移動。既にスタート地点

交流できることから矢も楯も

には前夜大いに盛り上がってい

たまらず参加した次第です。

たスタン市から参加の若者ラン

てしまいましたが、2周目は気持
マラソン終了後は、原爆資料

8月 5日お昼頃広島駅到

ナー、福島から長崎まで通して

着。市電で平和記念公園に向かう。原爆ドーム前駅で

走るランナー、韓国からのランナー、 FSGT のランナー達

下車。あたりは翌日の平和式典に参加する人達で人、

が集結していました。長崎まで託すタスキの交換などスター
トセレモニー、午前8時 15分の原爆投下時間に合わせ

人、人の波。でも原爆ドームは静かに迎えてくれました。
集合場所の「嵐の中の母子像」前で広島県連盟のメン
バーと合流。その後、FSGT のメンバーも加わり暑い中で

ての黙祷の後、ナガサキに向け力強いスタートを見送り

の戦跡めぐり。前回訪れた際には注意して見なかった慰

一連の行事の中で、日本から、それもスポーツ連盟が

霊碑や慰霊施設を見て回り改めて原爆被害の大きさを

始めた「反核・平和マラソン」の熱い思いが世界に広がっ

感じることができました。戦跡めぐりを終えてから暫くして

た思いを強くしたこのイベントでした。
5年後の2020年に開催されるであろう「福島~ 東京~

ました。

午後 5時過ぎ、平和記念資料館の前で福島から東京
を経て1800㎞を走り続けてきたピースランナーを出迎え

広島 ~ 長崎反核平和マラソン」で走っている自分の未

ました。どのランナーも疲れを感じさせない力強い走りに

来の姿を思いうかべ広島を離れました。

感銘を受けるとともに、自分もこの一員であったらな～と
ちょっぴりうらやましい気持ちにもなりました。

注： FSGT(フランス労働者スポーツ・体操連盟 )
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クラブ 紹介

⑤クラブのアッピール(今年度の抱負等）

富津ふれあいジュニア陸上競技クラブ

目指したい」と更なる高みを求める選手と二人三脚で努
力をしたい！との思いで小学5年から中学生対象に5年

略称 {富津ふれあいJr.陸上}

「好き」から始まった気持ちが「県で競いたい」「全国を

前より「強化部」を発足し、現在40名の選手と共に毎
週土日祝日を練習日とし、年→期間→月→週→日の

①クラブ(チーム)名 富津ふれあいジュニア陸上競技
クラブ
略称(富津ふれあいJr.陸上)
②代表者

藤井 公夫

③連絡先

〒292-0815
千葉県木更津市大久保1-14-5
米沢 友則
電話 090-3340-2800
ﾒｰﾙ alaska0009@yahoo.co.jp

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）
富津市陸上競技協会主管により、富津ふれあい公
園内陸上競技場（第3種公認全天候型）にて、毎月
第1、3土曜日に練習しています。
近隣中学校に陸上部不在の環境下でも、小学生の頃
から陸上競技を求める子供達へ正しい指導を基に練習
が出来る環境を作りたい！との思いで、平成15年11月
に発足し 13年目の現在、小、中学生をメインに120名
以上所属しております。
小学3年生以下は「身体を動かす事が好き」から始まり、
各種運動を組み合わせた動き作りを重視し、小学4年
生以上は「走る事が好き」から「もっと速く走りたい」への
心の変化と共に各種ドリルを基本に、種目別、目標別
にある程度競技性重視の練習で汗を流しています。
幼稚園から中学校まで長い子では10年も練習を共にで
きるので、喜びや悲しみの場を選手とコーチが共に歩み、
クラブの名の通り「ふれあい」の心を第一にこれからも活
動していきたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。

長距離チーム

細分化した目標設定を基にある程度個別指導の練習
を実施しており、本年度も全国中学生陸上への出場者
を輩出し、部一丸となり全中上位入賞を目標に部全体
の気持ちも高まっています。
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 )

新日本スポーツ連盟の主催する、公
認大会であるスポーツ祭典は当クラブ
の小、中学生にとって県大会前の大
切な大会となっております。
青葉の森リレーマラソンはクラブの結
束を図る最高の場となりました。このよ
うな素晴らしい大会を継続していただき、

1位 錦 織 岳

更にはこのような心身共に成長の期待できる大会やイベ
ントを主催いただければ参加させていただきたいと思いま
す。
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鎌田和花奈

第５１回千葉県スポーツ祭典
テニス大会無事終了！
今回は酷暑と女子ダブルスは雨で予備日開催、選手の皆様本当に良く戦いました。
エントリーが他の試合と重なった為、少なかったのが残念でした。
来年はさらに検討してより皆様が参加出来るように年間予定を調整する様に
頑張りますので宜しくお願いします。
■男子ダブルス 決勝リーグ 1位リーグ 6月28日 高浜庭球場

■女子ダブルス １位トーナメント

7月12日

高浜庭球場

■男子シングルス 1位トーナメント 7月26日

■女子シングルス

■混合ダブルス 1位トーナメント ８月２日

7月26日

県総合スポーツセンター庭球場

高浜庭球場

第4回常任理事会報告
9月号のひろば誌はランニングの特集号です。千葉で
開催された検見川クロスカントリーや青葉の森リレーマラ
ソンが掲載されています。ご照覧ください。

スキー協議会が再建されました！
千葉県では長年、スキー協準備会として活動してきま

前回の常任理事会以後での主だった報告では、 7月

した。今年3つ目のスキークラブの加入があり、協議会設

24日に安保法制案の学習会が鈴木守弁護士（千

立の条件が整い、スキー協議会を立ち上げることになり

葉県テニス協議会会長）を講師に千葉市民会館で開

ました。

催されました。県連盟としては平和の課題で初めての取

５月 10日、設立総会を開催しました。出席者は18

り組みでしたが24名の参加がありました。今後「スポーツ

名、千葉スポーツ連盟から園川理事長、全国スキー協

9条の会・千葉」とも連携をとり戦争法案反対の行動を

議会から小川理事長、東京スキー協から出崎理事長

取り組んでいきます。

が出席してくださいました。

8月1日の卓球団体戦がポートアリーナを会場に開催さ
来賓の皆さまから、これからスキー協の活動をしていく
れました。冷房費を含め会場費が25万円とのことでした。 上では、クラブが元気に楽しく活動して、会員の要求に
8月18日の第2回ウォーキングが東金古道・泉公園にて 応えていくことが大切、民主的な会議運営が必要などな
46名の参加で行われました。虫取りやクラフトなどを組み ど、多くのアドバイスをいただきました。
込んだ児童中心の4キロあまりのウォークでした。91歳の
3つのクラブの紹介の後、出席者全員で意見を出し合っ
郷土史研究者、前角氏の案内は圧巻でした。

2016年 11月6日に第 31回全国スポーツ祭典陸上競
技大会を千葉で開催することが決定しました。

て規約を練り上げ、名称は「千葉県勤労者スキー協議
会」と決まりました。

スキー協議会では「協議会ニュース1号」が発行されまし
た。ちなみに連盟の広報活動としてはホームページが千
葉県連盟・卓球・テニスにあり、また、県連盟機関誌
「Ｓports Net ちば」があります。
協議事項として①スポーツのひろば誌購読拡大について、
県連盟の機関誌に掲載されたスポーツクラブの代表者に
購読依頼をして成果を挙げた例があります。今後担当
者を決めて働きかけることにし、当面は反核マラソンの参
加者やバドミントン参加者に購読を促します。②個人の
複数協議会加盟登録について、加盟費は全国組織に
習い、各々支払うことにします。ウォーキングについては種
目特性もあるので他県の例などを参考に検討していきま
す。③「Ｓports Net ちば」を当該の月に発行したいの
で、原稿締め切りを毎月第４月曜日にします。④財政
について概ね順当に推移していますが、協議会総会後
は早急に登録人員の報告・加盟費の納入を。夏季募
金が7月16日現在96,060円 ⑤パソコンセキュリティと
してファイアーウォールを導入し名簿管理等の充実を図
ります。⑥10月より三役会議を第2水曜日、常任理事
会を第4水曜日に変更予定。

淺沼 義明

総会後、近くの居酒屋での懇親会では、話が盛り上
がり、楽しく過ごすことができました。
今後は、できたばかりの組織をどう進めて行くかが課題
です。全国スキー協、新スポーツ連盟の皆さまに教えを
いただきながら一歩づつ進んでいこうと思っています。
当面の目標は①スキー祭典をスキー協の中心行事と
して位置づけ実施する、②会員同士の交流を深め、ス
キー愛好家たちの要求実現に努める、③全国スキー協、
関東ブロックの一員として、できる事から参加する、をあ
げています。指導員のレベルアップ研修をし、スキーの楽
しさを広め、仲間を増やしていきたいと思っています。
真庭 京子

SPORTS CALENDAR
９月

１０月

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）

４日(日)祭典・野球大会トーナメント戦
11 日(日)祭典・野球大会トーナメント戦
12日(日)祭典・野球大会トーナメント戦
空手協議会・合同練習会（審判講習会）
祭典・テニス大会(予備日）
18日(日)祭典・野球大会トーナメント戦
24日(土)鈴木杯テニス大会
かずさ卓球協議会 団体戦（１Ｄ２Ｓ）

25日(日)祭典・野球大会トーナメント戦
28日(土)サッカー協 全国シニア千葉県大会
29日(日)サッカー協 全国シニア千葉県大会

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

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

