
第５３回千葉県スポーツ祭典テニス大会が、

６月２５日から７月３０日まで開催されました。

今回の特徴は、初めて参加したチームが多い

ことと、入賞したチームも新しいチームが多かっ

たことです。

男子ダブルスで

は、１１ペアで開

催で、大学生の仲

間で参加した高浦・

矢島ペアが優勝し

ました。

女子ダブルスでは、

３７ペアで開催し、

野村・笹島ペアが優

勝しました。

混合ダブルスは、

関東ブロック選考

会も兼ねて行われ、

初参加の森本・尾

崎ペアが優勝しま

した。選考会は

２３ペアの参加で行われ、上位４チームが１０

月１日の関東ブロックの全国予選に参加します。

４チームともに、初めて新スポ連の大会に参

加したメンバーです。

男女シングル

スは７月２３日

に県スポーツセ

ンターで開催さ

れ、男子は久保

さんが優勝。

女子は細川さんが

優勝されました。

第５３回千葉県スポーツ祭典テニス大会は残

すところ男女ダブルスの100歳・110歳ペア

の大会になります。

この大会は９月１８日(月・祝）に青葉の森

テニスコートで開催されます。

千葉県スポーツ祭典は、テニスを始め、スキー

卓球など全１１種目が、千葉県、千葉県教育委

員会、千葉市、千葉市教育委員会、市原市教育

委員会などの後援のもと開催されています。

今後の予定としては、9月からは野球大会(トー

ナメント戦）が、11月には陸上競技大会、12

月には空手大会、クロスカントリー大会が、2

月にはスキー祭典が行われます。
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第21回全国テニス選手権千葉県予選を8月5

日から9月24日まで開催しています。

今年は、全国大会が埼玉での開催なので、千

葉県から複数ペアの参加要請が有りました。運

営委員会で検討した結果、上位2チームを推薦

することになりました。

８月５日は男女ダブルスの予選会が行われ、

女子26ペア、男子16ペアの参加がありました。

男子ダブルスでは、優勝した北野暢平・山口

哲平組と準優勝の松野純也・パク・ジス組が、

女子ダブルスでは優勝の鳰川歩・中山未紅子組

と、準優勝の鈴木智美・川井佑希子組が全国大

会出場を決めました。

8月19日には混合

ダブルスが23ペアの

参加で開催され、優

勝した宮坂舞・長浜

孔明組と準優勝の大

野則子・山下幸志組

が出場権を獲得しました。

シングルスは8月20日に開催。女子はやや

少なめの7人が、男子は17人の参加があり開

催しました。

全国選手権には、男子は優勝した秋山陽さん

と準優勝した篠原直貴さんが、女子は畑山彩貴

さんと飯塚玲さんが出場されることとなりまし

た。

全国大会の種目には、 壮年女子ダブルスと

壮年男子シングルスがあります。

この大会は9月18日に青葉の森テニスコー

トで予定されています。

テニスに興味のある方はもちろん、そうでな

い方も、時間がある方は是非応援に来てくださ

い。

全国大会出場切符を手に入れた選手は、現在

16名です。壮年男子と壮年女子を加えれば、

20名以上の選手団になります。

全国選手権での千葉県代表選手の活躍を皆

さんと一緒に祈念しましょう。

（文責 テニス協議会 渡辺 ）

第21回全国テニス選手権千葉県予選

北野暢平、山口哲平組

鳰川歩、中山未紅子組

宮坂舞・長浜孔明組

秋山陽さん

畑山彩貴さん



全国卓球選手権大会千葉県予選会・個人戦は、蒸し
暑さの続く８月２０日（日）千葉・ポートアリーナで開
催されました。
大会には１２月に福岡県・北九州市で開催される一
般大会と来年１月に愛知県・豊田市で開催される年代
別大会に出場権を得ようと一般の部に３８名、年代部
の部に１１１名が参加。７２名の代表枠を目指して熱
戦を繰り広げました。
例年、年代別大会に出場している選手はベテランの強さ
を発揮し、順当に代表権を獲得していましたが、一般の
部については今回新たにエントリーした選手も参加し、かな
りの激戦となりました。
代表権を得た選手は以下の通りです。
男子
一般の部 佐藤公徳 ・ 山口文康 ・ 山口隆一

曽谷拓也 ・ 秋元龍也 ・ 木本学
年代別の部
30代前半 斉藤太一・酒井将士・江澤貴章
30才 Ｈ 篠田幸司・青柳祐也・吉田鉄也

中野裕貴
40才 Ｌ 上野浩志・古市浩司・宍倉泰隆
40才 Ｈ 古庄正明・青山 修・谷口清晴

小柴雄司・中村 宏（全国推薦）
50才 Ｌ 安徳 保・小林哲也・伊藤勝視

林 直樹・鈴木和之・
50才 H 金木敬二・小手広幸・永見哲也

上岡充直・北澤章宏・岡野淳一
（全国推薦）

60才 L 浦辺 栄・金本敬次・泉水一美
麻生 孝・金子明史

60才 H 坂村信春・島崎 博・澤井正剛
渡部秀樹

70才 L 田中重喜・野田 弘・小野恒靖
70才 H 竹村 昭 80才以上 及川爵成

女子
一般の部 木村美帆・藤井直子・大浦雛乃

楠原憧子（全国推薦）

年代別の部
40才 L 高橋安美・松舘恵美
40才 H 岩崎早苗・齊藤博美・大山由紀子

50才 L 近藤晴美・大橋千鶴子
50代 H 手島寿子・亀井典子・吉田しのぶ

佐藤信子・坂本裕子
60代 L 山崎一二・水橋敦子・大金祐子

野瀬伴子・橋本良子

60代 H 砂川節子・船津静子・髙橋美樹子
秡川留美子

70代 L 中島嘉寿子・岡本博子
70代 H 宮田房子・瀬下耀子・岸田みゑ子

永田みつ子
（文責 金子泰夫）

県予選＆オープン 個人戦
千葉ポートアリーナで開催 卓球協議会



審判の向上のために
野球協議会

三 上 昭 二

私は野球を初めてやったのは中学校1年で
す。と言っても小学校1年からソフトボール
はやっていました。

私の時代は野球は中学からで今のリトル、

シニア、少年野球のやれる環境はなかったの

です。野球と名のつくことに関わって、かれ

これ５３年です。

硬式野球の経験はありません。

大学を卒業して就職をしました。就職先の

会社で軟式野球部があり入部し、その時には

3つ大会に参加しており。その中の1つが新
日本ｽﾎﾟｰﾂ連盟の大会でした。それが新日本

スポーツ連盟との出会いでした。それから

35年、現在は現役を少し、ほとんどは審判
です。

３つの連盟、協会の審判登録をし、他の協

会の方と交流もしており色々と学び経験をし

ています。私くらいの年齢になると頭が固く

なり学びの姿勢も落ちてきます。そこで毎試

合学びの姿勢を持ち審判をしています。また、

試合については、選手がケガをしないように、

スムーズに試合進行するために何をすべきか

常に考え取り組んでいます。審判のレベルと

しては、またまだという気持ちを持ち毎試合

臨んでいます。この気持ちは仕事にも、これ

からの人生にも生かしていきたいと思います。

硬式野球をやっていたらまた、違う人生だっ

たかも知れませんが、悔いはありません。

現在の環境に満足してますし、これからも

明るく生きていけると思うからです。人生な

んて自分自身で変われるからです。

そこで、紹介したい人がいます。この人に

も力を貰っています。

高校在学中はアルバイトをして入学金を貯

め、自分の力で大学に行きました。大学に行っ

てからは学費、生活費、小遣いを稼ぐために

毎日のようにアルバイトをしていました。時

給は３００円の時代です。掃除、飲料水会社

の助手、パチンコ店のスタップを就職前日ま

でやっていたそうです。大学4年間で残った
ものは卒業証書、運転免許証、貯金３０万、

それと最も大きいものは『経験』だそうです。

この人の話を聞いたり、見ていると人生な

んて自分自身で頑張れば、どうにでもなる可

能性があると感じています。だから頑張れて

います。

８月２８日（月）スポーツ連盟事務所にて第６回常任

理事会が開かれました。

７月から８月までの各種目の活動について金子事務局

長から、ウォーキングクラブ（？）の活動再開やレベル

の高かったバレーボール大会や卓球大会でのオープン参

加者増加の傾向、シニアが元気なテニス大会などについ

て報告がありました。

また、１１月に予定されている軟式野球全国大会の準

備状況について、田久保副理事長から ①要員やアナウ

ンサーの協力申し出が想定より多かったこと。 ② 開

会式での演奏を依頼した高校吹奏楽部との打合せ状況。

③ 予算的な問題などについて報告がありました。

来年度の千葉県スポーツ祭典用チラシの写真について

本田副理事長から候補写真の提示があり、常任理事各人

の感想を出し合い、候補が絞られました。

協議事項としては、サッカー協議会の今後の運営につ

いて、新たに創設した法人との関係をどのように整理す

るかという点で、財政的な問題や今後の協議会の存続問

題などが意見として出され、「委託契約」の締結という

形で整理をしてはどうかとの整理がなされました。

サッカー協議会との話し合いは今後も誠意を持って継

続していくことも確認されました。

「スポーツのひろば」の感想は吉田理事（テニス協議

会選出）からありました。

読む・読まれる記事は、自分がやっている競技になる

のではないかという話しがあり、５００号でも京都のテ

ニス大会（団体戦）について「なるほど」と言う感想を

もったとの話がありました。

反核平和マラソンの記事はあまり読まれないのではな

いかとの感想もありましたが、「スポーツは平和ととも

に」という設立の主旨からいって掲載していくことは重

要ではないかと理事長が整理しました。

（佐々木睦昭）

常任理事会報告



①クラブ（チーム）名 ワイルドマジョーラ

②代表者 松嵜 貴大

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）

千葉県サッカー協議会所属の「ワイルドマジョーラ」です。
チーム名の由来は、「magia（魔法）」と「Aurora（オー
ロラ：自然界での色彩の変化）」をかけ合わせた造語で
す（「Majora」）+（「Wild（未開の、狂乱した）」=
「ワイルドマジョーラ」）。時代、選手、環境、相手諸々、そ

の時々に変化に対応していける柔軟性を表しています。
人数は現在23人。練習は不定期に実施しております。
最近は少年サッカーの指導も行っています。

④クラブのアッピール（１７年度の抱負等）

今期より、2部制から1部制となり、新たな環境で仲間と
日々闘っております。私共はチーム創設5年目を迎えま
した。5年という月日を、有意義に、チームの成長を図る
貴重な時間に使えました。今期から代表も変わり、新た

な気持ちでスタートを切りました。①熱いプレー ②人と

しての成長 ③仲間を思いやる気持ち。そういったチーム

の不変のテーマ（アイデンティティー）を胸に、今日もこ

れからも、この仲間と戦っていきます。みなさま、今後とも

宜しくお願いします！

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）

時代の変化とともに変わる勇気を持つこと。独自性を

尊重性してほしいこと。選手ファーストは選手のわがまま

を許容することではない。ルールと選手ファーストの基本

的考え方は、常に同居しているもの。今よりももっといい

環境にする、チャレンジ精神を忘れないでほしい。

クラブ紹介

ワイルドマジョーラ
サッカー

千葉県ウォーキングクラブ8月例会
久留里城・佐久間ダムウォーキング

８月１８日（金）８時半、２台の車８名でスポー

ツセンター駅を出発。１０時君津市久留里城に。

久留里城は「雨城」とも呼ばれ、雨が多い山城で

す。当日は長雨の束の間の快晴の中でのウォーキン

グでした。久留里城資料館を見学した後、天守閣へ。

房総の中世は「里見八犬伝」で知られている里見

氏と千葉氏の二つの勢力に２分されていました。そ

の里見氏の山城として築城されました。

ミツバツツジの散策道はぬかるみのため中止し、

久留里の酒蔵への見学としました。試飲を満喫し、

お店前にある湧き水井戸で喉を潤しました。この水

は世界的有名になった「上総掘り」で掘った井戸か

ら湧き出ていました。

再び車に乗り、鋸南町

佐久間ダム湖畔の「水

仙の里」へ。ダムは水

が減り、湖底が見える

状態でした。 昼食の

後、1周２．４kmの散策を楽しみました。佐久間ダ

ム湖畔は水仙、梅、桜、アジサイと四季折々の花が

楽しめるということで近頃は観光バスツアー客がた

くさん訪れます。1月に水仙ツアーを組むことを約

束して帰路につきました。到着は3時半。10月のウォー

キングは「大多喜城ウォーキング」です。（日野正生）

詳しくは千葉県ウォーキングクラブのホームペー

ジをご覧ください。

https://workingnewblogaddres.blogspot.jp/



SPORTS CALENDAR

１日(日)野球協議会（トーナメント戦）
全国テニス選手権大会関東ブロック大会
全国軟式野球大会・関東大会

７日(土)鈴木杯テニス大会
８日(日)野球協議会（トーナメント戦）
14日(土)チーム対抗テニス大会
15日(日)野球協議会（トーナメント戦）

サッカー協議会リーグ戦
22日(日)野球協議会（トーナメント戦）

シニアテニス大会

２日(土)祭典・卓球大会（ダブルス戦）
３日(日)野球協議会（リーグ戦）

サッカー協議会（リーグ戦）
9日(土)祭典・バドミントン大会

祭典・バレーボール大会（6人制）
10日(日)野球協議会（リーグ戦）

サッカー協議会リーグ戦
チーム対抗テニス大会

17日(日)野球協議会（リーグ戦）
18日(月・祝)祭典・テニス大会（全国予選会）

野球協議会リーグ戦・決勝戦
24日(日)野球協議会（リーグ戦）

チーム対抗テニス大会

９月 10月

被爆者の長年の願いが叶った「核兵器禁止条

約」が国連会議で採択されたエポックメイクな

時期に行われた広島の集いに参加してきました。

つどいのスタートは、体温を超える気温37度

という炎天下の下、原爆語り部・松田久美子さ

ん（広島被団協）の語りでスタート。参加者は

流れ出る汗を拭き拭き熱心に聞き入りました。

爆心地となる「島病院」の上空はあの日を思わ

せる青い空が広がっていました。何回も広島を

訪れているにもかかわらず初めて聞く話もあり、

改めて原爆という殺戮兵器が人類にとっていか

に不要なものであり、その廃絶に向けての行動

が必要であるかが松田さんの語る一言一言でス

トンと胸に落ちるものがありました。

この時期広島を訪れる内外の人たちで平和公

園は人、人、人。リニューアルされた平和資料

館の中も人、人、人。原爆が落とされる前ここ

は約4000人の人たちが暮らす街だったことを

示すさまざまの展示物に食い入るような目で多

くの人が息の飲んでいるように感じました。こ

れら多くの人々が意識的に行動すれば核廃絶の

道も核兵器禁止条約が採択されたように必ずや

開けるものと確信を持ちました。

第2弾「全国反核マラソン交流の夕べ」は、5

日の夕方から平和公園近くにある広島県立総合

体育館で行われました。用意された会議室が一

杯となる13都府県から約50名の参加で盛大に

行われ各地で取り組まれている反核マラソンの

報告があり、千葉県での取り組みは「今年で17

回目を迎え、ランナーの高齢化などが課題です」

と報告しました。私たちと同じ悩みを抱える団

体もありましたが、広島から長崎まで走るラン

ナーの中には沖縄からの参加者や韓国からの参

加者の姿もあり反核マラソンの運動は着実に広

がっている印象を受けました。夕べが終わると

待ちに待った「交流会飲み会」広島県連盟・野

崎理事長のお勧めのお店で夜の更けるまで飲み、

食い、語りが付きませんでした・・・・（汗；）

爆心地の空はどこまでも青かった
～2017反核平和スポーツのつどいin広島～

今月の理事長の独り言
はお休みし、理事長が出
席した 「反核平和スポー
ツの集い」 を２号にわ
たってお伝えします。


