
７月10日(日)時あたかも日本の将来を左右する
参議院選挙投票日。第16回を迎える千葉反核平和
マラソンがランナー15名、役員5名(アナウンサー・同伴車
ドライバー等含む)合計20名の参加で行われました。
コースは昨年あまり人通りが少なかった知事公舎ルート
をカット。第１区間はスタート地点の千葉公園から千葉
中央公園までの約3ｋｍ。第2区間は中央公園からJR
千葉駅を経て京葉線沿いに幸町団地公園までの約3
ｋｍ。第3区間は幸町団地公園から京葉線沿いに約3
ｋｍ。最後はフィニッシュ地点の稲毛海浜公園までの2
ｋｍ。合計約11ｋｍ。昨年より約2ｋｍは少ないかも
しれませんが・・・・。
参加者は「千葉ランニングクラブ」の面々、青葉の森リレー
マラソン常連チーム「でれすけ」「タートルズ」「ランランラン」
を主体として今年は20代の若者も含めて15名。アナウン
サーはランランランの仲間のH嬢。スタート前に一緒に走る
１昨年に新調した反核マラソン横断幕と新スポ連のぼり
旗と記念撮影。勇躍コースに向かう。
途中千葉銀座・千葉駅・幸町団地街・高洲団地街を

経て「反核」「戦争法廃止」「原発再稼働反対」をアピー
ルしながら沿道を行き交う人たちにアピールしながら走りま
した。この日の予想最高気温が30度近くになるとのことか
らランナーの体からは汗がほとばしる暑い、暑い走りとなりま
した。
途中3ヶ所の休憩所では用意したプラム・キュウリ・梅干
しはあっという間に売り切れ。おかげさまで最後までエネル
ギーが枯れることなく走りきることが出来ました。
フィニッシュ後の交流会では参加者一人一人に感想を
述べてもらいました。皆さん一様に「暑い中でのマラソンは
きついが今後も体が動く限り続けていきたい」と主催者が
泣いて喜ぶ一言も！そして今回一番若い参加者は20
代後半。平成生まれの若者でした。このような若者が参
加してくれるだけでも反核平和マラソンが今後も継続して
いける希望がわいた一日でした。 なお、同伴する宣伝カー
の看板は若干汚れてきていることもあり新調することとした
いと思います。来年はもっともっと多くのランナーに声掛けし
なくっちゃ！ （理事長 園川峰紀）
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7月17日(日)千葉市・
宮野木スポーツセンター
で2016年度夏季空手
大会が開催されました。
当初7月10日(日)の予
定でしたが、会場が参
議院選挙の開票所にな
るとの事で1週間遅れで

の開催。しかしこれが功を奏したのか、他の空手大会との重
複が無かったこともあり、千葉市・習志野市・八千代市・市原
市そして木更津・君津から参加団体もあり、過去最高の220
名が参加、応援する保護者の熱い声援で体育館の中は熱
気につつまれました。
競技種目は幼児の部から一般有段の部まで形競技と組
手競技、少年団体戦の他、今回初めて大人団体戦も行わ
れました。
今回はコート4面を作成、すぐ試合の出来る状態で開会式
を開催するなどの工夫を行ったことから、5時過ぎるかと思われ

た大会でしたが、3時30分に全ての競技が終わるなどスムーズ
な進行で、遠方からの参加者も満足して体育館を後にするこ
とが出来ました。
大会には市原市で中心的に活躍している市原市空手連
盟会長の沖野師範や武道会連合の金澤師範も参加。「今
日の大会は参加者が多くレベルも高く進行もスムーズで良かっ
た」とのお褒めの言葉を頂きました。
今後、更に参加者が増える可能性もあることから、来年度
からは県スポーツセンター武道館やJFE体育館、市原ゼットエー
体育館など広い会場での開催を視野に入れる必要を感じさ
せられました。
今回初めて開催した大人団体戦は錬極館・拳心館習志
野・真心会の3団体が出場、佐藤館長を先方とする錬極館
が若さあふれるパワーで他の2団体を3勝0敗で圧倒、初優
勝を飾りました。また少年団体戦は16チームが参加、一心塾
(千葉嵐斗・堀口堅護・黒田琉惺)が葵會館本部(中村美
杏・小高・麻生華土)を破り優勝しました。
試合結果は下記の通りでした。 （事務局長 金子泰夫）

◎一般団体戦優勝 錬極館

◎少年団体戦優勝 一心塾

◎中学2･3年優勝・準優勝

三木選手・高橋選手

熱気溢れる夏季空手大会
過去最高の参加者でレベルも向上！



①クラブ(チーム)名 ＳＡＮＳ

②代表者 田上 格也

③連絡先 千葉市美浜区

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）

ＳＡＮＳはメンバー11名でスタートしました。
メンバーは小中学校の同級生が2名、中学校の後輩が1
名、その後輩の仲間が4名、以前監督をしていたチームか
ら2名、そしてネットでの募集に応募した貴重な1名、
そして私と…ようするに寄せ集めのチームです。
最初、チーム名は監督の私が決めて良いみたいなことを
メンバーが言ってくれたので「インコズ」を提案したところ
（当時、自宅でセキセイインコのマリンちゃんを溺愛していた
ので）満場一致で却下されました。
最終的にはメンバーの平均年齢が30歳オーバーだった
ので「おっさんズ」にするか？ 《でもまだいけるんじゃねぇー
の》ってことで「おっ」をぬいて「さんズ」⇒「ＳＡＮＳ」になり
ました。

スポーツ連盟との関わりは2004年までは「ＡＳＡＨＩ
ＪＡＰＡＮ」と言う名前でトーナメント戦に参加していま
したが解散したため新たに立ち上げました。

⑤クラブのアッピール(16年度の抱負等)
現在登録は20名います。試合には10~12名ほどしか

集まりませんが、猪股（4
4歳）速石（43歳）
新日本スポーツ連盟千葉
県連盟最年長？バッテリー
を中心に守り勝つ野球を
目指しています。

メンバーを発表する田上さん 背番号３０

日々、老いを感じている40代のメンバーにとっては千葉県
の制覇、関東出場のチャンスは体力、技術的にも残り少
なくなっています。何とか今いるこのメンバーで強力なライバ
ル達、そして県野球協議会の絶対王者「栄町クラブZ」を
倒し、関東・全国に行きたいと思います。 それが私の夢で
す。
⑥田上さんにインタビューして
小中学生の頃は千葉市の「ポニーリーグ」に入り野球少
年。何と全国優勝したこともあるとの事。東京学館浦安
の監督にスカウトされ高校時代は甲子園に向けて野球
一筋。社会人となっても臨海リーグでは「ホワイトホークス」
のチームを率いて活躍しました。
根っからの野球人。年を重ねても野球に賭ける情熱は
人並みではないことを感じさせられました

（野球協議会理事長 田久保孝一）

クラブ紹介

ＳＡＮＳ
野 球

関東ブロックバレーボール大会
千葉市で開催

7月23日(土)・24日(日)千葉市花島体育館で 6
人制関東ブロックバレーボール大会が開催されました。参
加チームは千葉の他、 神奈川・埼玉から17チームが参
加。合計26チームで予選リーグ、決勝トーナメントを行い
ました。
千葉県からは4～5月に春のバレーボールフェスティバル
で選出された男子４チーム、女子５チームが参加。
試合は会場及び日数の関係でＡ・Ｂ２つのブロックに
分かれ、それぞれで優勝決定戦を行いました。
千葉県代表チームの結果は男子Ａブロックで清球会
が準優勝、Ｂブロックで健友会が優勝。女子Ａブロック
でKAKALOTTOが優勝、Ｂブロックも健友会が優勝と
千葉勢が圧倒しました。
千葉県からの参加チームは上記チームの他、男子 「R
OAR」「VC千葉ｯツ」女子
「Sophia」「NRレジーナ」
「ING」でした。
(バレーボール協議会

山崎徳久）



7月23日(土)千葉県総合スポーツセンター庭球場に
て第24回シニアテニス大会が開催され《元気なテニス大
好きシニア》集いました。

大会の参加資格は今年の12月31日時点で55才以
上男子・女子の3ペアによる団体戦。1チームの合計年
齢が男子370才以上、女子350才以上となっています。
男子、女子とも先着8チームの募集でした。男子は5チー
ムのリーグ戦で総当たり、女子は定数の8チームの参加の
ためＡ・Ｂブロック4チームのリーグ戦の後、1位から4位ま
での決定戦を行いました。

結果は以下の通りでした。

♠男子
優 勝 グリーンウッドＴＣ
準優勝 テニスの好きな仲間たち
3 位 花見川ブラザー

♥女子
優 勝 チーム飛鳥
準優勝 サンライズ
3 位 サイドステップ

今回役員として開会式で挨拶した庄司秀則さんは
「「前回は、高浜コートがハードコートのため参加チームが少
なかったようですが、今回は天台のオムニコートでの試合で
沢山集まって頂きました。これからはシニア大会をコミュニ
ケーションの場として皆さんの意見をもっと取り入れて盛り
上げて行きたい。」「ホームページももっと良いものにしたい。」
と抱負を語って下さいました。

参加チームは上記6チームのほか男子は「チーム飛鳥」
「「メイユール」女子は「いのりんず」「テニスクラブ」「ポケット
「」「ガーネット」「まりりんず」でした。

（テニス協議会運営委員長 渡辺 伸明）

男子の部 優勝 グリーンウッドＴＣ

男子の部 準優勝 テニスの好きな仲間たち

女子の部 優勝 チーム飛鳥

女子の部 準優勝 サンライズ

優勝 グリーンウッドTC チーム飛鳥
盛況！ 第24回 シニアテニス大会開催。

《編集部よりお詫びと訂正》

前号(７月号)２ページ仁部均さんの文中に誤りがあり

ました。お詫びして訂正します。

【誤】 【正】

大腿二頭筋 → 大腿四頭筋

ホームストレッチ→ ホームストレート

壮年男子5,000m → 壮年男子1,500m



「明日からのために！」
「シニアテニス大会は、ものすごく熱い！！」

千葉県テニス協議会のシニア大会を紹介しましょう。
参加資格は55才以上。そして最高年齢は男性80才
以上、女性は75才位でしょうか？
朝の9時から夕方5時近くまで、全員が4ゲームもの試
合をこなします。しかも3ペアによる団体戦なので疲れてい
ても気が抜けません。自分たちの失敗でチームに迷惑をか
けるからです。（シニアの責任感強し）
この大会も当初は2チーム程度しか申込み数がなく、ス
タッフの運営委員は県下の各テニスクラブに要項を発送し
たり、テニスの好きそうなシニアに電話をしたり苦労を重ね
てきました。私自身も幾つかのテニスクラブにお邪魔をし、
参加をお願いしてきました。他の大会で対戦した方にお
会いできた時はほっとします。その人には無理なお願いもし
ました。その時からの参加のみなさんが今でも強力チームと
して頑張っています。

今、シニア層を取り巻く環境は決して良くはありません。
50才後半で企業戦士として働くAさんは、平均睡眠時
間が5時間だとか。60才で定年を迎えたBさんは、再雇
用で新しい職場に入り、慣れない仕事で苦しんでいるとか。
年金受給者として生活しているCさん、年々減少していく
手取り額に今後の人生に不安を持っているとか等‥。こ
のような生活で好きなテニスを充分楽しめている人はそう
多くはありません。
新日本スポーツ連盟千葉県テニス協議会は運営委員
会において上記の事を考慮して、参加者に3ゲーム以上
の試合と、参加費も会員は500円、一般は1000円と
多くの人が参加しやすいように努力しています。 このこと
は、スポーツ連盟が掲げている「選手が主人公」「スポーツ
はあらゆる人の権利である」を受けての大会だからなので

す。

しかし、まだまだ参加チー
ム数は確定していません。
『フタを開けてみなければ
分からない』という不安を
毎回抱えています。

宣伝不足や運営委員の人数不足などまだまだです。
しかし『常連さん』もたくさん出来ました。なによりも大会中
に笑顔や楽しげな声が飛び交っている会場はスポーツ会
場にふさわしい「つどいの場」であると思います。
スポーツ連盟のテニス大会は、勝負を超えて「明日から
のために」を感じさせる《シニアパワー大会》なのです。
（テニス協議会副会長 冨田登喜子）

７月２５日(土)第３回常任理事会がスポーツ連盟
事務所にて開催されました。初めに事務局から6月27
日以降の活動報告がありました。
ランニングからは7月10日にランナー・スタッフあわせて20
名を超す参加者で千葉市内、核兵器廃絶を訴えて走っ
たこと。バレーボールでは千葉市花島公園体育館で関東
ブロックバレーボール大会を開催、埼玉・東京・神奈川の
強豪チームと好試合を展開したこと。卓球では全国大会
個人戦予選会を開催、代表選手51名を選出したこと。
夏季空手大会は200名を超す過去最高の人数で開
催。レベルも向上しスムーズな運営で市原市空手協会
の役員から評価された事などの報告がありました。

協議事項では9月3日・4日の関東ブロックスポーツセミ
ナーを成功させるための取り組みについて論議。千葉から
は30名の目標で20名は最低参加して貰おうと言う事に
なりました。現在スキー協議会から5名の参加者、ランニ
ング・卓球・テニス・バレーボール・野球から合わせて12名
が参加を申し出がありました。
次に『スポーツのひろば』誌の宣伝・普及について話し合
いました。昨年度、最高180部まで普及したのですが、
年度の切り替えや加盟チームの減少等で現在169部。
一日も早く170部まで回復させようと確認しました。
続いて各協議会の現状や課題について論議。今回は
空手協議会とランニング協議会に絞りました。
空手協議会は今年度から錬極館の佐藤範英師範が
事務局長に就任、下口前事務局長
の後を引き継ぎ大会を運営しています。課題としては定
期的な役員会の開催が求められています。
ランニングはリレーマラソンや公認陸上競技大会等を企
画・運営をしているものの限られた役員で運営しており役
員の補充が急務となっています。
その他の討議事項としては、〇夏季募金を更に訴える
事。〇対県・対市交渉のための署名活動を10月末まで
取組む事。〇8月9月のSportsNetちばの編集等につい
て論議しました。 （事務局長 金子泰夫）

第2回常任理事会報告



SPORTS CALENDAR

炎天下でのスポーツの是非？？って何？
連日30度を超える毎日が続いていますが、この暑さは地球温暖化のせいかも？し
れませんね。少なくとも9月中旬頃までは日本の夏特有のじっとり、べたべたの暑～い
時期が続くことになります。更に、ここ数年「熱中症」が話題になることも多くなり戸外
での運動はなるべく控えるというのが常識となっています。ちなみに小生が日常的に行っ
ているスポーツとしてジョギングがあります。昼間の時間帯、それも一番暑い時間帯に3
0～40分程度のジョグにはまっています。その理由ですか？ 定年退職して時間が取れること、人通りが少なくゆっくり
走っていても怪しまれないこと、ジョグの後のビールが殊の外おいしいこと（これが一番説得力があるかもしれませんね）
があります。酔狂なことと人は笑うかもしれませんが、、、、

炎天下での運動は個人の趣味の範囲だからと笑っていられますが、オリンピック等のトップアスリートが競う大会では許
されない事態です。マラソンを始め戸外で行うアスリートにとっては最悪の条件です。4年後に迫った東京オリンピック・パ
ラリンピックの開催時期は、7月24日から8月9日、丁度日本の暑苦しい時期と重なります。なぜこの時期に開催が決
まったのか疑問を持つ人も多いのでは？その理由は、IOCは欧米のテレビ局から支払われる巨額の放映権を収入の
柱にしており、この時期欧米では人気スポーツが開催されないことから番組編成を最優先するという仕組みを作ってい
るからです。つまり選手目線ではなく儲けを最優先しているIOCの姿勢が垣間見えます。

新日本スポーツ連盟でもオリパラ都民の会が中心となってオリンピック開催にあたり色々な提言を行っていますが、その
中に開催時期を検討すべき！との提案が含まれています。大会組織委員会はアスリートファーストを掲
げていますが、開催時期は選手にとって過酷な状況になることはだれが見ても明白です。これは選手だけ
ではなく観客も同様に危険な状況下に置かれることにもなります。今一度炎天下におけるスポーツはどう
あるべきか考えてみるいい機会かもしれません。（真夏の夜の夢？）（園川 峰紀）

3日(土) 祭典・バドミントン大会
スポーツセミナー(第1日目）

4日(日) 野球協議会リーグ戦
スポーツセミナー(第2日目）

11日(日) 野球協議会リーグ戦
サッカー協議会リーグ戦

18日(日) 野球協議会リーグ戦
サッカー協議会リーグ戦

19日(休) 野球協議会リーグ戦

22日(休) 野球協議会リーグ戦

24日(土) 祭典・バレーボール大会

26日(日) 野球協議会リーグ戦
サッカー協議会リーグ戦

6日(土) 祭典・テニス大会(予選会・女子W)
7日(日) 野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会(予備日)
祭典・サッカー大会

11日(祭) 祭典・テニス大会(予選会・混合W)
14日(日) 野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会(予選会・男女S)
祭典・バレーボール大会

20日(土) 祭典・テニス大会(予備日)
21日(日) 野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会(予選会・壮年男女)
祭典・サッカー大会

27日(土) 祭典・テニス大会(予備日)
28日(日) 野球協議会リーグ戦

第25回シニアテニス大会
サッカー協議会リーグ戦(開幕戦）

８月 9月


