
さわやかな五月の太陽の下、今年も新緑の匂いに包ま
れた「千葉・青葉の森公園」に県内外各地から2000人
を超えるランナーが集いリレーマラソンを楽しみました。
5月28日（日）前日から準備を整えてあった会場に
は、すでにお花見同様場所取りよろしくブルーシートがちら
ほら。午前8時頃には、ランナーの姿で会場はうきうきした
気分が漂っていました。
今年は某製薬会社から無償提供を受けた経口補水
液や参加賞等が多く受付はさながら戦場の様子。役員
諸氏の必死の頑張りで定刻の8時45分過ぎにようやく受
付開始。240チームがすべて終了したのは開会式直前。
結果、2チームが棄権、2チームが他のチームと合流。都
合246チームでフルマラソンを競うこと相成りました。
開会式では園川理事長から実行委員会を代表しての
挨拶、小高審判長からの諸注意。千葉ウイングのかわい
い小学生アスリートの宣誓を受け滞りなく進行。
午前10時ジャストに園川大会会長のエアホーンの合図
で一斉にスタート。1周目からいきなり飛び出したのが「JR
EAST ランナーズＡ」すかさず追いかけるのは昨年、一昨
年と上位に食い込んだ「千葉韋駄天アスリーツ風神」と
「千葉韋駄天アスリーツ雷神」の2チーム。この3チームが終
始トップ集団を形成して
レースが進む状況。
ここ3年、「JR E
AST ランナーズA」
は「千葉韋駄天ア
スリーツ」や「轟ア
スレチックコミット」
等の後塵を拝して
いましたが「今年こ

そは優勝を！」という
意気込みが各ランナー
の走りにも表れており、
1周目からトップの座
を1回も譲ることなく大
会記録（2時間7分
6秒：第11回大会・
轟アスリートクラブαが
記録）に迫る2時間7分51秒の好タイムで3年ぶりの王
座を奪還しました。2位には「千葉韋駄天アスリーツ風神」
が2時間9分10秒で入り、3位には風神の弟分の雷神が

2時間14分4秒でそれぞ
れ総合部門の上位に
入りました。
3年ぶりに雪辱を晴
たした「JR EAST ラ
ンナーズAチーム」はフィ
ニッシュ後のインタビュー
で「今年は何とか優

勝を果たそうとメンバ－全員気合を入れてトレーニングを
重ねてきました。（優勝は）素直にうれしい。またこのよう
な大会を企画・運営して頂いていることに感謝したい」当
分同チームの地位は不動のものになりそうです。一方、涙
を飲んだ2位及び3位チームの監督談「優勝を逃したのは
すべて私のせいです。次回はきっと！」と、これまた気合の
入った談話が寄せられました。来年もこの3チームの接戦
が期待できますね。
参加チーム236チーム中、235チームが制限時間内に
完走。残念ながら1チームが制限時間を約18分オーバー
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しましたが見事完走を達成。天候にも恵まれ参加チーム
の全員が満足した走りを見せてくれました。
各部門の結果は次のとおりです。
〇総合部門
1位 JR EAST ランナーズＡ 2時間7分51秒
2位 千葉韋駄天アスリーツ風神 2時間9分10秒
3位 千葉韋駄天アスリーツ雷神 2時間14分4秒
4位 広域連合（走） 2時間16分37秒
5位 JR EAST ランナーズ Ｂ 2時間17分43秒
6位 船ミク 2時間19分32秒
以下1位チームのみ掲載します。
〇職場部門
1位 下志津GTC 2時間36分52秒
〇男女混合部門
1位 ウイングＡＣ 2時間26分12秒

〇女性部門
1位 チームなすび 2時間54分40秒
〇クラブ部門
1位 浦安ランナーズクラブ 2時間20分54秒
〇ファミリー部門
1位 青葉の森爆走ウルトラソウル 2時間46分31秒
〇小学生部門
1位 美杉ＭＢＣ 3時間5分15秒
〇中学生部門
1位 ランニングマン 3時間14分30秒
〇特別賞
50位 東レ･ダウコーニングA
100位 ISE走遊会
150位 爆走どんぐり
200位 八千代走遊会超アダルト (文責：園川)

2017年度千葉県テニス協議会の大会は春季テニス大会
から始まります。

今年は４月２３日～５月２７日計６日間、お天気にも
恵まれてまずまずの大会でした。

４月２３日男子ダブルス（高浜庭球場）１６ペア
参加者が少なかったのでリーグ戦後、順位別リーグ戦を
行いました。１位リーグ結果は次の通りです。
優勝： 平塚雅暢（ＢＢ）・月脚亘崇（ＢＢ）
準優勝：関智史（フリー）・関博史（フリー）
三位： 山本康裕（いちご大福）・鈴木寛克（いちご大福）

準優勝の関兄弟は双子でウエアーも揃えて息がピッタ
リ！応援に見えているお母さん
に聞きましたら学校は別々でも
テニスのダブルスは絶対２人で
と兄弟で決めて居るそうです。
普段も物凄く仲が良いそうです！
羨ましい！

５月３日混合ダブルス（県ス
ポーツセンター庭球場）２８ペ

ア、８ブロックに分けてリーグ戦後、リーグ１・２位が
１位トーナメント、リーグ３・４位が２位トーナメント
で行いました。１位トーナメント結果は次の通りです。
優勝： 酒井千代子（ラ．フェット）・中村元彦（フリー）

準優勝：野中由美佳（ラ．フェット）・林英二（ラ．フェット）

三位： 大野則子・山下幸志（庭猿）

やはりラ．フェットクラブは
強かった！優勝・準優勝を独占！
優勝の酒井さんは女子連全国レ
ディース千葉県代表で全国２位
の方です。新日本スポーツ連盟
千葉県テニス協にもよく参加し
てくださいます。三位の山下さ
んは昨年全国スポーツ祭典男子

ダブルス千葉県代表です。見ていて素晴らしさに感激し
ました。

５月４日女子ダブルス（青葉の森庭球場）３０ペア
８ブロックに分けてリーグ戦後、リーグ１・２位が１位
トーナメント、リーグ３位が２位トーナメント、リーグ
４位が３位トーナメントで行いました。（リーグ戦１勝も
出来なかったペアに是非１勝をと企画しました）１位トー
ナメント結果は次の通りです。
優勝： 高山亜矢子・小川めぐみ（Ｔ．ＡＳＫＡ）
準優勝：野村悠希（Ｇテニスクラ ブ）・
藤谷里美（フリー）
三位： 野木佳子・小野礼子（ラ．
フェット）

今回の中に中学生ペア１ペアの 参
加がありました。若いってすがす
がしいですね！結果は残念ながら
お姉さん達に敵わなかったけど大
変楽しそうでした。
優勝の小川さんは女子連全国レディース千葉県代表で全
国２位の方です。

５月２０日男女シングルス（青葉の森庭球場）男子２
１名・女子６名 男子は３名のリーグ戦後、それぞれ
１・２・３位トーナメント

女子は３名のリーグ戦後、１位同士で決勝、２位同士
で決勝、３位同士で決勝

男子シングルス１位トーナメント結果は次の通りです。
優勝： 中嶋雄大（ＱＵＡＴＲＯ）
準優勝： 久保孝夫（ウィナーズテニス）
三位： 奥田弘樹（ヒガフナ）

女子シングルス１位同士対決結果は次の通りです。
優勝： 中園美和（フリー）
準優勝： 高橋志津恵（テニスフリーク）
女子高橋さん初準優勝おめでとうございます。
５月７日の男女別チーム対抗・２１日のシニアチーム大
会は次回のニュースでお楽しみに！！

（文責：吉田）

第36回春季テニス大会無事終了

準優勝ペア

混合優勝ペア

中学生ペア



第39回 春のバレーボールフェスティバル大会が4月22
日（土）、4月23日（日）及び4月30日（日）に千
葉市の各体育館にて催されました。
この大会は、7月中旬に催されます関東大会への出場
権が掛る大事な大会でもあります。
男子の部は12チームが参加して行われました。
まず4月22日、23日に、12チームを3ブロックに分けた
予選リーグが行われました。
各ブロック上位3チームが、4月30日に決勝トーナメント
に進む事が出来ます。
その結果、僅差で各予選リーグを勝ち進んだ上位9チー
ムが決勝トーナメントに進むこととなりました。
決勝トーナメント進出の9チームは、予選リーグの戦績に
よりA、Bトーナメントに振り分けられ、各トーナメント1位が
千葉県代表として関東大会に出場出来ます。
その結果、激戦を勝ち抜き各決勝に進んだのは、トーナ
メントAでは、ＫＴＡＧ、清球会が、またトーナメントBで
は、ＲＯＡＲ、ＬＶ1の各2チームが決勝戦に進み、共
に大接戦の末、トーナメントAではＫＴＡＧ、トーナメント

BではＲＯＡＲが1位とな
りました。
両チームは、各トーナメン
ト優勝と共に県代表として
7月23日に神奈川県で
催されます関東大会に推
薦される事となりました。

女子の部は、8チームが4月30日（日）の予選リーグ
戦及び決勝トーナメントに挑みました。
4チーム、2ブロックで予選リーグ戦を行い、各ブロック上
位2チームが決勝トーナメントに進めます。
その予選リーグを勝ち抜いたチームは、健友会、ＮＲ
ＲＥＧＩＮＡ、ＶＩＶＩＴ、ＫＡＫＡＬＯＴＴＯ
の4チームです。
決勝トーナメントは、予選リーグの勝敗により準決勝2
試合が行われ、決勝には健友会とＶＩＶＩＴが勝ち上
がりました。
決勝戦も一進一退の白熱した試合となり、今大会を
制したのは健友会でした。
女子の関東大会への推薦は健友会とＶＩＶＩＴの2
チームとなり男子ＫＴＡＧとＲＯＡＲと合わせて4チー
ムが千葉県代表となりました。
最後に、参加各チームとも試合中のマナーはもとより、
大会運営に関しても準備から撤収まで率先して協力を
して頂き、滞り無く大会を終える事が出来ました。
役員を代表して御礼を申し上げたいと思います。

関東大会では千県代表4
チームが上位を占められる
事を祈念して今大会の報
告を終える事にします。

第39回
春のバレーボールフェスティバル大会

Aトーナメント1位 ＫＴＡGチーム

Bトーナメント1位 ＲＯＡRチーム

女子優勝 健友会チーム

女子2位 VIVITチーム

新日本スポーツ連盟千葉県連盟ウォーキングクラ

ブは千葉・稲毛区年金者健康ウォーキングの会と

共催で、6月16日に、房総丘陵にある三石山と笹

川湖散策を行います。

交通手段が自家用車となるため、募集人員は8
名と限られていますが、自分の車で行くこともで

きますので、どしどしご応募ください。

日野正生 電話・FAX 043(256)7844

携帯電話 080(6968)7844

君津・三石山・笹川湖散策

申込



「３つの声」…試合中の声についての一
考

千葉県連盟理事 吉川 明

前回の投稿では、試合における得点の細分化
についてお話をさせて頂きましたが、
今回は、試合中に選手やベンチまたは応援から
発せられる「声」について少しお時間を拝借させ
て頂きます。
今、ちまたでは初春から初夏に向い各スポーツ

大会や小中学校の運動会など老若男女が
ワイワイとスポーツを楽しんでいる光景がよく見ら
れますね。
っで、ワイワイと言う表現はよくしますが、誰が、

一体、何の為の声かなぁ…？と
私なりに考えてみたところ、ワイワイには3つの声

がある事に気付きました。
その3つの声とは…
1つ目は、メンバー同士が「情報を共有」する声

です。バレーボールで例えますと、試合前では相
手チームのどの選手がエースアタッカーだとか、
試合中では、どのコースに打って来るとか、どの選
手を狙うなどの情報を共有してチームとして対応
する声です。
セッターが前だぞ！ フェントに気をつけろ！セン
ターブロックは高いぞ！などですね。
2つ目は、「確認、指示」の声です。

監督やチキャプテンがする指示の声ももちろんで
すが、選手各々（おのおの）が自分のポジションや
他のメンバーとの位置取りを確認や指示をしたり、
アタッカー同士でコンビプレーの指示をしたりなど
です。
俺が前めでレシーブするから、○○君は右サイ

ドに位置してくれ！とか、ブロックをしっかり締めて

行こう！とかですね。

そして3つ目は「鼓舞する」声です。
メンバー個々やチーム全体で、テンションやムード
を上げる為に発する声です。
俺に持って来い！ナイスプレー！もういっちょう！

などや、オリャ～！やったー！イイェ～！ワイワイ！
などなんでも盛り上がれればよし、の声ですね。
この3つの声がたくさん出ているチームは、ゲーム
展開も優位に進み、ムードも良く、
楽しそうで観戦している私たちまで気分が良くなり
ますね！
やはりスポーツは、みんなでワイワイですね！

これを家庭でも上手く使えないかな…
奥さんとの食事の時に、
この野菜はどこで買ったの？ そう実家から頂い

たの！と情報の共有の声。
新鮮だね、炒め物なんていいね！ 薄味でさ！

と確認、指示（お願い）の声。
そして料理を頂き、うゎ～美味しい！ 最高！ さ

すがぁ！ わーいわい！ですかねぇ…。

ムードも良く楽しそうですが、ちょっと私には無理
そうですね。
やはりおとなしく出されたものを頂く事にしょうと！

もちろん、大事な笑顔は忘れませんが♪

５月２２日（月）県連事務所で常任理事６名の参加で開
かれました。

恒例の「ひろば誌」の感想文：竹村常任理事からのお薦

めは・・・・・（遅刻したので聞いていません。補足して

ください）

また「スポーツは歯から」の記事には、マウスピースの装

着が有効な種目は？ スポーツをするときに歯を食いしば

る瞬間はいつかなど、話がはずみました。

<報告事項>
・５／２８リレーマラソン ２４０チーム２，１４２人参

加予定。役員４２人。

・野球 全国選抜野球大会が静岡･草薙球場で開催。栄町

クラブZは２回戦敗退。優勝は岐阜、２位福岡。

・スキー 来シーズンのスキー祭典に向けて討議開始。

・ウォーキング ６／１６(金)君津･三石山、笹川湖散策

予定。

・その他種目で大会が始まっている。

・全国 ６／３－４(土日)組織拡大交流集会 東京･池袋

・ひろば誌 現在１６０部

・財政 行事が少ない時期で、予算執行に厳しい状況。各

協議会からの入金確認をすすめている。

<協議事項>
・Sports Netちばの執筆順番の調整。

・全国から在籍３０年のクラブに対する顕彰を行う。顕彰

申請書の提出にあたり対象クラブの確認をすすめる。

・第１回理事会は６月３０日(金)１９時～、穴川コミュニ

ティセンターで行う。

・全国軟式野球大会・千葉県大会(１１月１１～１２日)に
むけ、後援依頼書作成、当日の県連盟代表挨拶、パンフ

レット作成の資料(表紙写真他)を決めた。

・事務所PCの年代遅れに対応するため、購入を視野に検

討していく。

・陸上競技大会(１１月５日)で風力測定機器の設置を自前

で行う必要あり。事前に研修を受けることとした。

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 ＣＬＯＶＥＲ
②代表者 皆 見 遼 一
③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、周りのチームに愛されるような四つ葉の
クローバーをイメージして名付けました。
チームロゴも四つ葉マークになっています。チームを結成
してから今年で5年目を迎え、現在20名のメンバーが在
籍しています。

たくさんの方々
とバレーを通して
交流してきて今
のチームがありま
す。
交流を目的と
した自主開催の
「CLOVER CU
P」も年に数回
行っていますので

興味があるチームの方々に是非、私たちのＨＰ（ホーム
ページ）をご覧いただき参加していただければうれしいです
ね。
練習試合や大会のお誘いもお待ちしています。

練習日程は毎週日曜日＆他、練習時間は10時から
15時、練習場所は福田第2小学校体育館（野田市）
で行っていますので興味ある方は是非足を運んでみてくだ
さい。

④クラブのアピール（2017年度の抱負等）
バレーの活動以外にも様々なイベント（ビーチバレー・
ＢＢＱ・飲み会等）を企画し、メンバーとの親睦を大切
にしています。
年齢層も21歳～32歳と様々ですが、みんな仲良くやっ
ています。

⑤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）

大会回数・し合いの数ももう少しあると楽しめるかな？と
思います。
今回の予選会で今年12月の宮城県気仙沼市で開
催される全国大会に行ける権利を得ることができました。
全国のミックスバレー愛好者の方々と交流を深めるせっか
くの機会ですので是非参加したいと思います。

「CLOVER」のURLは、
http://vb-clover.main.jp/

になります。アクセスよろしく。

クラブ紹介

ＣＬＯＶＥＲ
ミックスバレー

国連で核禁止条約が結ばれようとしている

にもかかわらず、「唯一の被爆国」と言われて

いる日本はいち早く不参加を表明し、 核禁止

の流れに水を差そうと

しています。

こんな時だからこそ、

一緒に走りませんか！

反核平和マラソン

日 時：2017年７月16日(日)午前10時
集合場所： 千葉公園錦打池 スタート

（ＪＲ千葉駅北口より徒歩5分）



SPORTS CALENDAR

2日(日)千葉県スポーツ祭典
テニス大会（オープン）

9日(日)サッカー（リーグ戦）
テニス大会(チーム対抗戦）

16日(日)反核平和マラソン
17日(月)千葉県スポーツ祭典

テニス大会（オープン）
22日(土)千葉県スポーツ祭典・卓球大会（団体）
23日(日)千葉県スポーツ祭典

テニス大会（オープン）
サッカー（リーグ戦）

30日(日)テニス大会(チーム対抗戦）
サッカー（リーグ戦）

2日(金)ダブルス卓球大会
4日(日)野球協議会リーグ戦
11日(日)野球協議会リーグ戦
18日(日)野球協議会リーグ戦
25日(日)野球協議会リーグ戦

千葉県スポーツ祭典・テニス大会
（関東ブロック予選）

組織拡大行流集会 3日～4日
関東ブロック会議 13日

（理事長･事務局長 出席予定）

スキー協議会総会 25日
第1回理事会 30日

６月 ７月

先日ある新聞の片隅にこんな言葉を発しているアス
リートがいるという記事が目に留まった。発言の主は川内
優輝選手（30）。川内選手と言えばマラソン界では珍
しい市民ランナー出身で各地の大会で上位に顔を出す、
マラソン界では知らぬ人はいないでしょう。埼玉県庁にフ
ルタイムで勤務し余暇時間を利用してトレーニングを積
み重ねた世界水準のランナー。そんな彼がどういう経緯で
先の発言になったのか非常に興味をそそりました。
記事によると、世界選手権代表に決まった3月の記者
会見で日本陸連・瀬古利彦長距離・マラソン強化プロ
ジェクトリーダーから「東京五輪までやって欲しい」と要請さ
れたことに反論。その真意を「（東京五輪を目指さなけ
れば）『お前は非国民だ』みたいな雰囲気が嫌」と述べた
そうです。
スポーツ選手の宿命として、いつか現役を引退する時が
必ずやってきます。引退を決断するには、少なくとも自分
自身の精神力や体力に限界を感じて己の判断で引退
を決めているのが自然でしょう。川内選手も長い間トップ
選手として日本のマラソン界を引っ張ってきた自負もある
でしょうし、自分が出たい大会には自分の判断で参

加を決めていると思います。
しかし、瀬古氏は現在の男子マラソン界に世界に伍し
て戦える選手が育っていない現状を憂えての先の発言に
なったのではないか？とも考えられますが、そこに強制はな
かったのか？川内選手がいみじくも発言したように、東京
五輪といういわば「錦の御旗」を振りかざせば、誰でも従
わなければならない、というのは戦前政府の方針に対して
物言えぬ状況におかれ戦争に突き進んだ歴史を想起さ
せます。
最近安倍内閣が進めている政策にも東京五輪を成
功させるために必要だと「共謀罪」法案の強行採決、唐
突な憲法改正等、国民が望んでいないものばかり。川内
選手の爪の垢でも煎じて差し上げたいと思うには小生だ
けではないと思います。

「誰もが東京五輪をめざすわけではない」
～～～～現役アスリートにとって東京五輪とは？～～～～


