
5月20日（日）爽やかな皐月の風が吹き抜け

る青葉の森公園内特設コースで千葉県連盟最大

イベント第16回青葉の森リレーマラソンが

236チームのエントリー、2000名を超えるラ

ンナーの参加で行われました。

大会前日の準備作業でのこと。昨年までは必

ずいくつかのチームが場所取りと称してブルー

シートを敷いていましたが、今年はなんとゼロ！

私たちが訴えているフェアプレー精神を参加者

の皆さんが見事に証明してくれました

レース当日は、朝からピーカンに晴れ渡った

ベストコンデションの元、スタート直後から、

「千葉韋駄天アスリート風神（（以下「風神」）」

と「轟アスレチック・コミットα（以下「コミッ

トα）」・「チームZ（以下「Ｚ」）」の3チームに

よるデッドヒート。めまぐるしく順位が変わる

というレース展開。

そんな中で昨年の優勝チーム、実力者揃いの

「JR EASTランナーズ」は、今回若手とベテラ

ンで編成された3チームで臨み上位を伺うレー

ス展開となりました。

3チーム内「Z」はベテランランナーで構成。そ

の弟分の「JR EAST ランナーズA・同スプリ

ンターB」の若手チームの頑張りが期待されま

したが。。。。

一方、上位3チームの争いは、「風神」がじわ

じわと差を広げ「コミットα」・「Z」の2チーム

を引き離しにかかる。「雷神」も「Z」も懸命に

追い上げるもその差は縮まらず「風神」が第13

回大会（2015年）以来見事3年ぶりの優勝を

遂げました。

優勝直後のインタビューで風神チーム監督さ

んに「昨年のインタビューのことを覚えていま

すか？」とマイクを向けたところ 「覚えていま

すよ！当時は私の不徳のせいで優勝を逃しまし

た。今回はチームの力が一つになって優勝を勝

ち取れて 最高です！」と満面の笑みで答えてく

れました。

惜しくも準優勝となった「コメットα」は昨

年の8位から2位への大躍進！しかしながら、フィ

ニッシュ後のインタビューでマイクを向けると

「来年はきっともう一段高いところを目指しま
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す！」と力強い答えがかえってきました。

出場チーム230チーム中、4時間の制限時間

内での完走チームは229、制限時間オーバー１

チーム。今年も参加チームのレベルの高さが際

立った大会でした。

レース中に恒例のチームインタビューでも

「リレーマラソンは楽しいね！」という声が帰っ

てきましたそしてレースが終われば会場のそこ

ここで宴が繰り広げられ、本大会がしっかりと

定着していることが実感された大会でした。

最後になりますが今大会には競技主管の千葉

ランニングクラブ以外にも卓球・スキー・ウオー

キング・ﾊﾞﾚｰ・ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ等の各協議会からもス

タッフ応援を頂きましたこと感謝申し上げます。

各部門の上位チームは次のとおりです。

（総合、特別賞で表彰されているチームは部門入

賞から除外しています。）

○総 合 １位 千葉韋駄天アスリーツ 風神

２位 轟アスレチックス・コミットα

３位 ＪＲ ＥＡＳＴランナーズＡ

４位 チームＺ

５位 千葉韋駄天アスリーツ 雷神

６位 浦安ランナーズクラブ

（以下特別賞）

50位 ゼビオ八千代ＲＣ

100位 行田公園走友会・女子＋

150位 れんふく

200位 肉離れーずＢ

○クラブ １位 ニッポンランナーズＲ

２位 広域連合（走）

３位 船ミク

○職 場 １位 下志津ＧＳＤ

２位 千葉地検競走部Ａ

３位 浦安タモリＣ

○混 合 １位 ウィングＡＣ

２位 ガチオールスターズ

３位 ＣＲ．ｍ－Ｂ

○女 性 １位 チームなすび

２位 船ミク女神

３位 チームキウイ

○小学校 １位 ウィニングファースト

２位 真心会キッズ

○中学校 １位 成東中野球部

２位 八街北中学校

○ファミリー

１位 青葉の森爆走マッスルドッキング

２位 ＹＪＣ①

３位 ウルトランナーズ

○熟 年 １位 少年隊（佐倉ユーカリ走友会）

２位 ちはら台走友会マスターズ

３位 佐倉陸友会Ｃ

（園川 記）

走るだけがリレーマラソンじゃない！

走った後の一杯もまた リレーマラソン

ノーベル平和賞を受賞した国際平和団体『ＩＣＡＮ』

メンバーとの面会を拒絶した被爆国日本の安倍首相は、

一方でアメリカやイギリスによるシリア空爆を支持す

るなど、平和を脅かす動きを強めています。

私たち一人一人には出来る事は少ないかもしれませ

んが、 多くの人に訴えることで、平和を守るうねりを

作る事は出来ます。

反核平和の意思をその一歩に託して、走りましょう。



第40回 春のバレーボールフェスティバル千

葉県大会が4月21日（土）、4月28日（土）及び

5月12日（土）に千葉県総合運動場体育館及び

千葉市花島運動公園体育館にて催されました。

この大会の男女上位チームは、8月12日に千

葉ポートアリーナで催される関東大会へ参加し

ます。

今大会は、予選リーグの勝敗で決勝トーナメ

ントのシード決めを行い、決勝トーナメントに

は参加全チームが進出出来る様な大会日程とし

ました。

4月21日、28日の予選リーグには、男子チー

ムが11チーム、女子チームが3チーム参加して

大会がスタートしました。

その結果、予選リーグ1位の八街排球クラブ、

清球会、ROARの3チームがシード枠に入り、

その他のチームは予選リーグの順位でトーナメ

ント表に振り分けられました。

決勝トーナメントでは、シード3チームの中、

清球会が予選リーグC4位のAndoromedaに、R

OARが予選リーグB4位の松戸ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞが準々決

勝で敗れる波乱となり、ベスト４には予選から

順当勝ちを続けた八街排球クラブと予選上位チー

ムを破って来たAndoromeda、Lv１、松戸ﾀﾞｲﾔﾓ

ﾝﾄﾞの3チームが進み、八街排球クラブと松戸ﾀﾞｲ

ﾔﾓﾝﾄﾞの決勝戦はフルセットの末、八街排球クラ

ブが優勝しました。

女子の部は、3チームが参加し予選リーグ戦及

び決勝トーナメントに挑みました。

予選リーグ及び決勝トーナメントの結果、優勝

は通算4勝0敗のFlap、2位は2勝2敗のNRレジー

ナ、3位は4敗の乾杯少女団とという結果となり

ました。

関東大会へは,男子ベスト４の八街排球クラブ、

松戸ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ、Andoromeda、Lv１が出場権を

獲得しました。

女子は、本大会に参加したFlap、NRレジーナ、

乾杯少女団の3チームとも県代表としてのレベル

を有しているとの判断から関東大会出場権を与

えることとしました。

関東大会では男女千県代表チームが上位を占

められる様に頑張って来て欲しいと思っていま

す。

最後に、各参加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。

バレーボール協議会 会長 吉川 明
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種目間共同の流れを

今年３月の県連盟の総会で、私がスキー祭典に参加

して夕食後の交流会で司会をした経験の報告をし、また

リレーマラソンにサッカー関係者が参加していることなど

が話され、種目間共同について論議が交わされました。

リレーマラソンありがとうございました。

５月２０日に行われた青葉の森リレーマラソンは天候に

も恵まれ、ランナー２０００名を含む３０００名規模の参加

で、無事に終了することが出来ました。

ここには、以前の大会から役員で参加している卓球を

はじめ、スキー、バレー、バドミントンなどの方々が前日の

現地設営から当日の運営まで役員としてご協力いただき

ました。

それぞれの種目で中心となっている方々は、経験もあ

り本当に即戦力として活躍していただき、スポーツ連盟の

ありがたさを、実感しました。

スポーツ連盟らしい共同をスポーツ連盟は多くの種目で

成り立っています。そして、それであるがゆえに、ともすれ

ば自分の種目のみに頭および行動が集中しがちです。

しかし、官製のスポーツ協会にはない、「いつでも、どこ

でもスポーツを」「スポーツは平和とともに」という自主的・

自由な旗印があります。

できれば、このスポーツをやってみたい、年齢的にこの

スポーツならできそうだ、会員の少ない千葉ランニングク

ラブに協力しよう、ということで共同することもスポーツ連

盟らしさではないでしょうか。

たまたまリレーマラソンであるかもしれませんが、ちょっと

した共同の端緒になればとも思います。

少し主観的ではありますが、こんなことを考えてみました。

引き続きよろしくお願いします。

（県連盟理事・ランニング協議会 逸見眞一）

５月２８日(月)スポーツ連盟事務所にて第３回

常任理事会が開かれました。

４月２４日から５月２８日までの主な取り組み

（報告）としては

ランニング

ランニングの総会が事務所にて総会（４月２４日）

青葉の森リレーマラソンには当日230チームが参加。

無事終了（５月２０日）

ウオーキング 養老渓谷で例会を開催。（５月２５日）

バレーボール 春のバレーボールフェスティバルを

開催。男女１４チームが熱戦を展開。

（決勝トーナメント５月１２日

優勝 男子 八街排球クラブ 女子 FLap ）

卓 球 今年２回目になる講習会をスポーツ科学

センターで開催。２５名（５月２７日）

テニス テニス協議会の総会を事務所にて開催。

３クラブから代表者参加（４月３０日）

第３７回春季テニス大会を開催

（４月３０日～５月２６日）

バドミントン 年間３回の大会をクラブやHPに掲載

サッカー 年間計画を作成。

６月２４日（日）青葉の森競技場で開幕戦を予定。

野 球 リーグ戦を開催中。今年度は会場確保が難

しく、長生など他市の施設も利用

（４月１１日～８月２６日）

空 手 ４月の総会で、真心会・下口好史師範が会

長に就任。

スキー 第４３回千葉県スキー祭典の総括と６月の

総会に向けての準備。（５月２１日）

主な討議は以下の内容でした。

１．事務所改造について

１９８７年に千葉市椿森の民家から今の事務所

に移転。３１年を過ぎ床や壁紙の張り替えを契機

に特別基金を使っての事務所の改造を行うことに

なりました。

総会では床の張り替えの提案でしたがだれもが

気軽に入れる事務所になるよう応接セットや事務

机も新調すべくレイアウトを検討しました。秋に

は見違えるほど明るい事務所になるよう知恵を出

しています。

２， 各協議会の活動について

スキー協議会を除き各協議会の総会も終了。活

動内容の具体化とともに次年度人事の素案づくり

についても論議しました。

常任理事会報告



４月２７日、好天。参加者１２名、車３台に分

乗して出発。 今回の昼食メニューは「草団子」

「おにぎり」「みそしる」をいただき、午後は

「東金・雄蛇が池ウォーキング」 に・・・

木漏れ日の里に着くとさっそくヨモギ摘み。

摘みたてのヨモギを湯がいて包丁できざみます。

団子の生地に混ぜて丸め、更に湯がいて、きな

粉やあんこをまぶします。

草団子作りは初体験。試行錯誤で完成。ヨモ

ギの香りがいっぱいのお団子。春の味覚を堪能

しました。おにぎりはお釜で炊き、炊き立ての

ご飯で塩・昆布で握ります。

お腹いっぱいになったところで、東金市「雄

蛇が池」に出発。

雄蛇ヶ池は、慶長9年（1604年）時の代官・

島田伊伯が水下10ヶ村を干害から救うため作っ

た一大用水池です。周辺約4.5km、面積25ha

の湖岸線が複雑に入り込んだ池です。形が十和

田湖に似ているので「房総の十和田湖」とも呼

ばれています。自然の中で釣りを楽しむ人々に

親しまれています。たくさんの太公望がブラッ

クバス、フナなどの釣りを楽しんでいました。

また、桜の名所としても知られ、手軽なハイキ

ングコースとしても有名です。

元気な人６人は雄蛇が池を起点にした「関東

ふれあい道路」を更に２キロ散策しました。道々

にはクサガメの日向ぼっこ、雉のつがいの子育

ての様子が見られました。

５月は「養老渓谷・大福山ウォーキング」６

月は「南房総市・大房岬ウォーキング」です。

皆さんも一緒に房総の自然を満喫してみません

か。

（日野正生・記）

ウォーキング協議会４月例会

参加希望者は下記までご連絡を！

房総の自然に身を委ねてみませんか

次回ウォーキングは 南房総市大房岬自然公園
６月２２日（金） ０４３-２５６-７８４４（日野）



SPORTS CALENDAR

１日（日）野球協議会リーグ戦

８日（日）野球協議会リーグ戦

１５日（日）野球協議会リーグ戦

反核・平和マラソン

空手協議会・合同練習会

サッカー協議会・年間リーグ戦

１６日（祝）祭典・卓球大会・団体戦）

野球協議会リーグ戦

シニアテニス大会

２０日（金）ウオーキング協議会例会

２１日（土）祭典・テニス大会（チーム対抗）

２２日（日）野球協議会リーグ戦

祭典・テニス大会（男・女ダブルス）

２９日（日）野球協議会リーグ戦

サッカー協議会・年間リーグ戦

３日（日）野球協議会リーグ戦

１０日（日）野球協議会リーグ戦

１６日（土）第３７回春季テニス大会（チーム対抗）

１７日（日）野球協議会リーグ戦

県スキー協議会総会

２２日（金）ウオーキング協議会例会

２４日（日）スポーツ祭典・関東ブロック予選

野球協議会リーグ戦

サッカー協議会年間リーグ戦開幕

２７日（水）ペアマッチ卓球大会

全国スキー協議会総会 ９日～１０日

全国卓球協議会総会 １０日（日）

第２回県連盟理事会 ２９日（金）

全国テニス協議会総会 ３０日～７月１日

６月 ７月

京都舞鶴市での大相撲巡業の折、土俵上で舞鶴
市長が挨拶の途中で倒れた際、救命措置の為に土俵
に上がった女性たちに対して、土俵から降りるように再三
にわたってアナウンスされた光景を見て誰しも唖然とした
と思います。
さすがに相撲協会もこのようなアナウンスをしたことに

対して謝罪を行いましたが、その舌の根も乾かぬうちに
今度は静岡で開催される「ちびっこ相撲」に昨年まで認
めていた女子児童の参加を認めないようにとの通達？
を出したと聞き、大相撲の伝統は一体なぜ？と首を傾
げたくなります。
以前から大相撲では女性が土俵に上がることは「伝

統」であるとして一切認めてきていませんでした。しかし
その「伝統」について理由を明確にはしていません。古く
は太田房江大阪府知事（現在参議院議員）が優
勝力士に府知事賞を贈呈するために土俵に上がること
を禁じられたことを思い出させます。その他にも断髪式に
女性は上がれないとか、いろいろと女人禁制のルールが

あるそうです。
もともと相撲は神事＝神道に基づく作法が多く、力

士が土俵で踏む四股は地面に潜む邪悪な霊を鎮める
ためのもの、仕切りの度に塩を蒔くのもケガのないように
安全を祈る清めの為とも言います。
先の女子児童の参加を認めない理由が「怪我をした

ら大変だ」というなら安全対策を講ずればいいこと。歴
史を紐解くと神代の昔にも近代（江戸時代）にも女
相撲が興行として行われているともあります。専門家の
分析では明治期になって相撲の地位向上を企図して
「女人禁制ルール」が作られたそうですので「伝統」と言っ
ても歴史的にも浅く根拠も薄いものだそうです。
今スポーツ界で輝いているのは女性です。世の中半

分は女性です。いつまでも不都合なルールに縛られてい
ないでもっと門戸を開くべきだし、古い伝統にばかりこだ
わっていては発展は望めません。悪しき伝統こそ追放す
べきと考えます。
読者諸兄はいかにお考えか？

女人禁制（にょにんきんせい）？！
～～大相撲に見る「伝統」って何？～～


