
今年度、第38回春のバレーボールフェスティバル女子の
部は、4月24日（日）に千葉市花島公園体育館にて、
KAKALOTTO・NRレジーナ・Sophia・健友会・ING・Fl
apの千葉県内有数の6チームが参加し催されました。ま
ずは3チームずつAコート、Bコートに分かれてリーグ戦を行
いました。両コートとも初戦から共にフルセットになる様な
熱い戦いが繰り広げられました。その結果、Aコートでは2
戦2勝のKAKALOTTOが1位となりBコート1位との優勝
決定戦へ駒を進めることができました。1勝1敗のNRレジー
ナが3位決定戦へ、2敗のSophiaが惜しくもリーグ戦敗
退となりました。
Bコートでは2戦2勝の健友会が優勝決定戦へ、また1
勝1敗のINGが3位決定戦へ進む事になりました。2敗の
Flapは予選敗退となりました。
今大会は7月23日、24日に催されます関東大会の予
選も兼ねています。本県から3チーム出場できます。

優勝決定戦は、すでに関東大会出場が決定しているA
コート1位のKAKALOTTOとBコート1位の健友会です。
試合は開始直後から1点を争う試合になりましたが、試
合後半に流れを掴んだ健友会がフルセットの大接戦の結
果勝利する事が出来ました。

女子1位と2位

の集合写真

左 健友会

右 KAKALOTTO

３位決定戦はNRレジーナとINGとの対戦です。勝った
方が関東大会に出場出来る事もあり、優勝決定戦にも
勝るとも劣らない白熱したフルセットの試合となりました。
結果は攻撃力に勝るINGが後半にやや粘りが落ちてきた
NRレジーナに競り勝つ事が出来て、県代表の栄誉を得
ることが出来ました。

今大会は県内各地区での強豪チームが集い、どのチー
ムが優勝または関東大会県大会代表になっても当然と
も言える程のレベルの高い大会になりました、今大会に参
加された各チームには今後の更なる向上と、県代表3チー
ムは関東大会優勝を目標に更に頑張って下さるように
期待します。（女子の部の大会寸評 吉川 明）

尚、男子は4月23日・24日に千葉県総合スポーツセ
ンターと花島公園体育館で11チームが参加。NUDEが
優勝、清球会が準優勝、健友会が第三位となりました。

男子１位 NUDE

男子２位 清球会
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五月晴れの下、237チーム（当初240チームでしたが2
チームが合流、1チームが体調不良の為棄権）、約2300
名のランナーが集まった青葉の森リレーマラソンが5月22
日（日）千葉市・青葉の森公園内特設会場で行われ
ました。
今年も募集定員の240チームを大幅に上回る300チー
ムを超える応募があり、主催者としては泣く泣く定員を超
えるチームを削る作業に追われてしまいました。そして大会
当日は、晴れて選ばれたチームの皆さんを迎えることとなり
ました。
当日はレースを待ちきれないのか午前7時頃、大会準
備を始める頃からちらほらと選手の姿が見える。そして受
付が始まる8時半頃にはウオーミングアップを始める選手
たちでコースには人、人、人。たまたま公園を訪れた人から
「今日は何があるんですか？」と問われ「毎年この時期に
開催させて頂いていますリレーマラソンです。」と答えると
「あ～！そういえばこの時期やっていますよね」と、本大会が
地元の人にも認知されたことが伺えるやり取りがありました。

午前10時号砲一発レースが始まりました。レースは毎
年常連でトップを争っている「JR EASTランナーズA」「千
葉韋駄天アスリーツ風神」「轟アスレチック・コミットα」の3
チームが終始レースを引っ張る展開。2周目でトップに立っ
た「轟アスレチック・コミットα」が、強豪2チームに一度もトッ
プを譲ることなく優位にレースを進め、そのまま1位でフィニッ
シュ。記録はなんと大会タイ記録（第11回大会時に同
チームが記録したタイムと全くぴったり）での優勝。優勝後
のインタビューではラストランナーの方が「去年は4位に甘ん
じた。今年は絶対優勝を狙う意気込みでレースに臨んだ。
仲間のみんなに感謝したい」。個人ではなかなか出せない
タイムで42.195㎞を走るリレーマラソンならではのコメント

に仲間の繋がり、絆の
大事さを感じました。
また同チームの後塵
を拝したとはいえ2位
「千葉韋駄天アスリー
ツ風神」も3位「JR

EASTランナーズA」の走りっぷりも素晴らしく、この3チーム
の後はしばらくフィニッシュするチームが途切れたことからも、
ここ当分この3チームの走りから目が離せません。

さて、参加チーム全部にインタビューすることはできません
でしたが、皆さんにレース途中にマイクを向けますと、目を
輝かせ、ニコニコしながらインタビューに答えてくれる姿に本
大会を心から楽しんでいる様子が手に取るように感じまし
た。残念ながら制限時間の4時間を超えたチームが2チー
ムありましたが、役員の方々の了解を得て最後まで見守っ
て走らせていただきましたことを感謝申し上げます。ラスト
ランナーとなったチームは障がいを持った方々でしたが最後
までタスキをつないで走り切った選手の晴れがましい顔を
見てランニングの持つ力を改めて認識し来年の再会を約
束して今年のリレーマラソンも無事終了することができまし
た。 （文責：園川）

◆２位 千葉韋駄天

アスリーツ風神

◆３位 JR EAS

TランナーズA

大会タイ記録（2時間7分6秒）悲願の優勝
轟アスレチック・コミットα

～～～第14回青葉の森リレーマラソン・晴天の下で躍動～～～

◆1位 轟アスレチック・コミットα



第35回春季大会は4月23日から5月21日まで千葉
市・青葉の森庭球場で開催されました。今大会は炎天
下の日が多かったものの、前日までの予報が雨にも拘らず
早朝から晴天になったり、午前中が雨天でやむなく時間
を遅らせての開催となったりと、天候に左右される運営の
難しい大会でした。
また、参加者の多い種目もありましたが、全体的には例
年に比べ参加者が多くはありませんでした。ゴールデンウイー
クの期間中であったり他のテニス団体の大会と重複したこ
とが理由のようです。
私たちの大会は初心者や対外試合の未経験者を歓
迎する大会です。沢山試合が出来るように企画していま
すので、ぜひ皆様の知人友人に声をかけて頂ければ幸い
です。
試合結果は以下の通りです

＜男子シングルス＞
優 勝 尾崎 嘉洋（フリー）
準優勝 寄木 智弘（フリー）
第三位 濱 健司（Gテニス）

＜女子シングルス＞
優 勝 吉本由紀子（フリー）
準優勝 岡山 久美（フリー）
第三位 濱津 由佳（フリー）

＜男子ダブルス＞
優 勝 市川・山口組（フリー・ T・ASKA）
準優勝 遠藤・酒井組（ナイスオーラ）
第三位 春木・庄司組（チーム飛鳥）

＜女子ダブルス＞
1位トーナメント
優 勝 沢出・中山組（T・ASKA）
準優勝 酒井・豊田組（ラ・フェット・フリー）
第三位 永島・実 組（ラ・フェット・フリー）
2位トーナメント

優 勝 末次・濱津組（ﾐｯﾄﾞﾅｲﾄﾃﾆｽ・ﾗ・ﾌｪｯﾄ）

準優勝 森田・渡辺組（MPZ）

＜混合ダブルス＞
1位トーナメント
優 勝 斉藤・中川西組（フリー）
準優勝 中原・中原組（フリー）
第三位 鈴木・鈴木組（フリー）
2位トーナメント
優 勝 早川・早川組（フレームショット）
準優勝 栗林・服部組（ザウルス・フリー）

男子S優勝 尾崎嘉洋

女子S優勝 吉本由紀子

男子W優勝 市川・山口

女子W 1位トーナメント

優勝 沢出・中山

混合 1位トーナメント

優勝 斉藤・中川西

2か月にわたる春季テニスが終了

千葉県テニス協議会



千葉県スポーツ祭典を始めたころ

事務局長 金子泰夫
今年の千葉県スポーツ祭典は52回目となりますが、私
がスポーツ祭典を始めた頃の様子をご紹介しましょう。
新日本スポーツ連盟に関係するようになったのは今から4
3年前、28歳の時でした。
それまでは地域の青年運動に関っていたのですが、知人か
らスポーツ連盟の活動に参加するように依頼されました。
学生時代に新日本体育連盟の創立宣言を作成した故
城丸章夫先生の研究室で学んだこともありすんなりと引
き受けてしまいましたが、まさか私のライフワークになるとは
思ってもいませんでした。
最初は現在、顧問の徳田 稔氏と全国スポーツ9条の会
で活躍している秋本信孝氏と3人でどんな活動をしようか
と相談。千葉県連盟の組織を作るには役員集めから始
めようと、スポーツ連盟（当時は新体連）に関心を持っ
ている方を探し理事になってもらいました。
サッカーでは元理事長で現在顧問の浅沼義明氏と面談、
快く引き受けて頂きました。
テニスでは元放射線医学研究所に主任研究員として勤
務していて現在は千葉勤労者山岳連盟の顧問の古瀬
健氏、空手では現在顧問の元沢勇夫氏に声をかけたり
と忙しく駆け回りました。

千葉県スポーツ祭典はそれまでは地域の青年たちが中
心に行っていた運動会的な取り組でしたが、全国祭典の
予選会として競技団体の主催するきちんとした競技会と
して発足。会場も千葉県総合スポーツセンター（当時は
千葉県総合運動場）を主会場として開催するようにし
ました。
ちょうど第10回目のスポーツ祭典でした。1974年と言え
ば高度成長政策の真っ最中の頃です。種目は陸上競
技、サッカー、ラグビー、軟式野球、硬式テニス、軟式テニ
ス、バレーボール、バスケットボール、空手、剣道、そして柔
道の11種目を開催しました。とは言っても役員は不足し、
宣伝も不十分な大会のため失敗も多く、卓球大会は県
体育館のステージの上（第二競技場）６台で開催。1
0名ほど集まった参加者から「これが千葉県大会なんです
か？」と呆れられたものでした。私が学生時代にラグビーを

行っていたことからラグビーを種目に入れました。レフリーが
見当たらず急遽私が審判を行いましたがルールの改正を
知らなかったため選手から冷たい目で見られたこともありま
した。（このコーナーで私が担当する時はスポーツ祭典の
失敗談等を掲載することにします）

5月23日（月）に第3回常任理事会が開かれました。

4月末から5月までの活動報告では、千葉ランニングクラ
ブ主管の青葉の森リレーマラソンでは、240チーム、ポート
アリーナでの卓球団体戦は100チーム、県総合スポーツセ
ンター体育館でのバドミントン大会はゴールデンウイーク中
にも拘らず33チームの参加で開催されたことが報告されま
した。またこの間にサッカー協議会とスキー協議会の総会
が開催されたことも報告されました。

6月の行事予定としては、ランニングで陸上競技大会、
卓球では加盟杯大会、テニスではスポーツ祭典（一般
大会）、サッカー・野球はリーグ戦がそれぞれ開催されます。

協議事項としては青葉の森リレーマラソンについて2000
名を超える青葉の森リレーマラソンを連盟の主力行事とし
て当日の受付方法など今回大会の問題点を検討し、今
後に生かしていくことを確認しました。

各種目協議会の課題・討議では、サッカー協議会から
情報がなかなか得られず、フランスFSGT派遣カンパの件
など園川理事長が早急に対応することになりました。
卓球協議会では市原卓球連絡会・かずさ卓球協議会
との組織・財政問題があり、今後課題を整理し再度常
任理事会でも討議することになりました。
9月3日・4日の佐倉草笛の丘での「スポーツセミナー」は
地元開催でもあり、是非成功させるために多数参加を呼
びかけることになりました。
スキー協議会では5月の総会でスキー協議会会員に参
加を呼びかけました。

6月27日（月）は第2回理事会が穴川コニュニティセ
ンターにて開かれます。 （竹村 昭）

常任理事会報告



第５回ミックスバレーボール印西市交流大会にとても元
気の良いチームが参加して下さいました。
早速インタビューしました。（金子泰夫）

①クラブ(チーム)名 ROMP HERO

②代表者 根本 未来

③連絡先 成田市

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）

名前の由来は「無邪気な英雄」です。特徴はいつも楽し
くバレーボールが出来るようにと心がけています。練習は週
に１回程度。人数は現在14名です。
ミックスバレーボールの試合に参加するようになったきっか
けは、ミックスのバレーボールに関心があったため「混合バレー」
をキーワードにネットで検索していたところ、偶然にヒットした
大会が新日本スポーツ連盟の大会でした。スポーツ連盟
のバレーボール大会に出場したことのある八街排球クラブ
に知人がいたため、どんな大会か
問い合わせてみたところ『アットホームな大会だ』と聞いた
ので参加することにしました。

ROMP HERO 集合写真

⑤クラブのアッピール(16年度の抱負等)
バドミントンの実績を積み、成果を上げる事、他地域の
試合を増やし、その土地の文化に触れる事、メンバーの
増員を抱負としています。

ROMP HERO キャプテン堀籠君のアタックヒット

5月15日（日）船橋道祖会館で第２回総会が開か
れました。 総会にはスキー協議会に加盟している3クラブ
（素好人・華麗に滑ろうスキー＆ボードの会・スノーバレー）
から約20名が参加、2015年度シーズンの報告と2016
年度活動方針を決めました。総会では規約の改正と新
しい役員を選出しました。会長は東山千恵子さんです。

クラブ紹介

ROMP HERO
ミックスバレー

ミックスバレーボール担当者からのお知らせ

ミックスバレーボール大会は年2回 春に全国

スポーツ祭典（年によっては全国競技大会）予選

会と、冬に交流大会を行っています。春の予選会

は4月17日に印西市松下山公園総合体育館で行い

全国大会出場チームを決定しました。

交流大会は来年１月21日（土）千葉県総合スポー

ツセンター体育館で開催します。

千葉県勤労者スキー協議会が
総会を開きました

スキー協総会の写真 右から３番目が東山会長です



SPORTS CALENDAR

震災に思うスポーツの底力！
熊本地震の一日でも早い復興を！

4月14日夜に発生した九州・熊本地方を襲った震度７の大地震。その後、再び震度7の大地震が発生。思わず
5年前の悪夢、東日本大震災を思い出した。内陸地震ということもあり津波の恐れはなかったものの、強い地震に2
度も襲われた結果、家屋の倒壊、土砂崩れの頻発等過去に例を見ない災害となった。そして今も余震が頻発し、避
難所での生活が余儀なくされ、生活の目途さえついていない住民の方々が数多くいるという。さらに震災後の長引く避
難所生活で亡くなる、いわゆる震災死も増えているという。

このような厳しい環境にある中で、プロサッカーJ2リーグ・熊本に所属するFW巻選手の言動に感動した。震災後「自
分に出来ることはないか？」と被災地にチームの仲間とはいり、寸暇を惜しんで救援物資搬送、ボランティア活動に全
力を尽くしている。当然練習なんかに時間をさけない状況である。そして地震から1か月後の4月15日公式戦を迎え
た。練習も満足にままならない中、相手となった千葉のチームとがっぷり四つに組んだゲーム内容。試合は残念ながら0
－2で敗れたものの、最後まで試合をあきらめずピッチを走り回る熊本の選手の姿、熊本チームサポーターが掲げる「全
国の皆様の思いに感謝。世界に誇れる熊本を取り戻すけん」の横断幕、千葉のサポーターからも熊本のチームにエール
が飛んだという。絶対にあきらめない、被災された人たちに元気を与えたいという選手、サポーターの熱い思いに、そして
走り回る選手の姿にスポーツの持つ底力を感じた。マスコットキャラクターのクマモンも大感激であろう。

未だに地震活動が収束しない状況であるが、早くスポーツができる環境になる
ことを願う。スポーツ連盟もいち早く義援金募集活動等に取り組んで頂き感謝
に堪えない。私事で恐縮だが、熊本は筆者が高校まで生まれ育った故郷の地。
県民のシンボルともいえる熊本城の石垣や櫓等歴史的建造物が崩れている姿
を見ると涙を禁じ得ない。一日でも 早い復興を願うばかりである。

２日(木) 加盟杯卓球大会

５日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会

12日(日) 祭典・陸上競技大会
野球協議会リーグ戦

19日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・サッカー大会

25日(土) 祭典・テニス大会(クラブ対抗戦)

26日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会(男女S)
祭典・サッカー大会

3日(日) 野球協議会リーグ戦
祭典・テニス大会(男子W）
祭典・サッカー大会

9日(土) 祭典・テニス大会(予備日）
10日(日) 野球協議会リーグ戦

祭典・卓球大会(個人戦）
祭典・テニス大会(壮年男女）
祭典・サッカー大会
反核平和マラソン

17日(日) 野球協議会リーグ戦
夏季空手大会

18日(休) 祭典・テニス大会(予備日）

23日(土) シニアテニス大会(シニア）
24日(日) 野球協議会リーグ戦リーグ戦

祭典・テニス大会(全国予選会男子W
祭典・サッカー大会

６月 ７月


