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「もっと」スポーツをする機会を

第 6 回（2009 年）東京春季スポーツフェスティバル開催一覧

従来の総合大会としての秋のスポー

種目

ツ祭典に加え、春季活動もより旺盛に

水泳

第１7 回東京辰巳水泳大会

5/24

東京辰巳国際水泳場

展開し、さらに広範な都民のスポーツ

陸上

第 34 回赤羽ふれあい駅伝

6/7

荒川特設コース

第 7 回多摩川ロードレース

5/10

多摩川特設コース

男子年齢別大会・個人戦

4/25

上板橋体育館

混合団体戦

5/9

上板橋体育館

春季大会

5/5

大森ススポーツセンター

多摩オープン大会

4/5

都立小金井

要求に応えていこうと５年前から各種
目で東京都から後援も受けて、
「春季

卓球

スポーツフェスティバル」として大会
を開催しています。
秋の祭典と同様に総合的事業として

バドミントン

テニス

大会名

このフェスティバルを位置づけ、より
旺盛な宣伝、あたらしいスポーツ要求

4/12
野球

春季大会

の汲み上げることをめざしています。
今年は各種目とも参加者数が昨年を

ソフトボール

春季大会

うわまわり、スポーツ連盟への期待が
感じられます。この経済危機の中でも
スポーツをしたいという愛好者の要求
は本当に切実だと思います。いまこそ
誰でもスポーツができる環境を作り上
げていくことが大事だとひしひしと感
じています。

( 都連盟副理事長・北川）

日程

バスケットボール

春季大会

会場

公園テニスコート

6/28

駒沢公園軟式野球場

7/19

駒沢公園軟式野球場

5/24

駒沢公園軟式野球場

6/14

駒沢公園軟式野球場

5/3

桐ヶ丘体育館

5/17

十条台小学体育館

剣道

春季大会

5/31

東京武道館

空手

春季大会

5/10

東京武道館

西新井沿線をあるく

4/25

ウォーキング
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伝統ある大会で、若い人の力が大いに発揮される
東京春季スポーツフェスティバル

バドミントン大会

東京バドミントン協議会

大型連休も終わりに近づいた 5 月 5

スポーツです。今回は若い人の参加も

日、大森スポーツセンターにて開催さ

多く、加盟クラブの羽魂（ウイングソ

れた本大会は、30 年間続けられてき

ウル）が運営をして、朝早くから夜遅

たダブルス大会です。これを５年前か

くまで大変なのにものともせず、リー

ら、東京春季フェスティバルとして位

ダーの佐々木徹さんを中心に３部で優

置づけて行われてきました。男・女ダ

勝を含む大活躍をしました。

ブルスにミックスダブルスを加えそれ

今回は各種目の 1 部と、シニアの部

ぞれ 1 〜 4 部まで用意され、さらに

の参加者が少なく、1 部は惜しくも開

大会進行、試合ともに大活躍だった羽魂（wing

はシニアの部を設けて各レベルに合わ

催されない事になってしまいました。

soul) のみなさん。

せて参加できるように工夫されていま

これらを受け、シニア大会を今後開い

す。

たり、1 部に参加すると特典をつける

若い力が随所に発揮された大会

ことなどを検討し、全ての人が大会を
楽しめるように、さらに工夫を凝らし

バドミントンは簡単そうに見えます

ていきたいとスタッフの方たちは語っ

が、目にもとまらぬラリーの繰り返し

ておられました。 （編集委員・渡辺）

で、ダッシュ、ストップと前後左右に
動き回るので、体力を激しく消費する

優勝者一覧
男子 2 部…西義弘・星野雄一郎（TEAM BAKI）
男子 3 部…渋谷裕基・佐々木徹（羽魂）
男子 4 部…本多智晶・田中雅教（★ Hauʼoli）
女子 2 部…鎌倉佳江・奥住祐子（チームさくら）
女子 3 部…古畑玲美・吉岡紗代（ロビンズ）
女子 4 部…田上恵理・大田美喜子（★ Hauʼoli）
混合 2 部…水迫拓摩・西野環（京王ムシキング）
混合 3 部…新井翔太・佐藤亜美（ORANGE DAYZ)
混合 4 部…岸賢伸・西村有紀（KISIX)
混合シニア…斉藤英昭・鎌倉佳江（チームさくら）

見る人に感動！ 100 余名の大接戦、大激戦で剣道の魅力を発揮し、白熱 7 時間に及ぶ
東京春季スポーツフェスティバル

剣道大会

梅雨が差し迫る 5 月 31 日に、東京

今後は環境を整え、秋の大会も

ます。そして剣道、ひいては生涯社会

武道館 3 Ｆの第 2 武道場において、東
京都連盟主催で、1 年ぶりの剣道大会

とは有能なる青少年の育成につながり

大会運営委員長の角田範夫さんは、

教育としてのスポーツの普及を進める
上で、とても意義のあることです」と

が開かれました。前年を大きく上回る

「今回は東京都や埼玉の高校から、本

100 名以上の剣士が集い、ジメジメし

当に多くの選手が参加して試合を盛り

た空気を打ち払うような熱戦を繰り広

上げ、会場係員としても力を発揮して

また、「審判員の確保と同時に最近

げました。

いただいたので、大会を成功させるこ

困難になった会場の確保さえできれ

とができました。また高校の先生方 6

ば、秋にも大会を開きたいと考えてい

名に審判員を務めていただき、レベル

ます」と決意を述べられていました。

時間と戦いながら最大限の試合数を
今回の大会は、全ての種目で予選

の高い審判団を結成できました。前途

リーグをおこないました。そして時間

ある多くの若者と剣道大会を開けるこ

感想を述べられました。

（編集委員・渡辺）

内で終わらせるために、途中から判定
大会の各種目優勝者またはチーム

を取り入れました。判定になった試合

男子団体一般の部 ： 橋戸剣道団Ａ

の半分以上が 2-1 の接戦となり、見て

男子団体高校生の部 ： 独協埼玉高校Ａ

いるほうも手に汗握る試合が数多く繰

女子団体の部 ： 越谷西高校Ａ

り広げられました。その結果、終了時

男子 2 段以上の部 ： 渡辺 豪 （橋戸剣道団）

間がギリギリまで延びてしまいました

男子初段以下の部 ： 遠藤 悠太 （船橋西高校）

が、最大限の試合数を参加者に確保で

女子２段以上の部 : 北島 加奈 （独協埼玉高校）
女子初段以下の部 ： 田中 沙知

きました。

（日本獣医生命科学大学）
決勝戦は全員が注目する中行われました
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東京オープントーナメント大会開かれる
５月 24 日（日）小雨まじりの東京

実力伯仲の接戦の連続

体育館で、東京バレー協総会後初めて

東京バレーボール協議会
ガーコートが優勝しました。準優勝は
東京春夏秋冬でした。

のオープン大会が開かれました。この

試合は、コートづくりが終わりすぐ

男子は、途中で進行が遅れたこと

大会には連盟外のチームも８チーム参

に始めたので 10 時前にホイッスルが

が 最 後 ま で ひ び き、 予 定 を 変 更 し

加し、男女計 31 チームが集合し熱い

吹笛されました。４チームのリンク戦

て各コート優勝としました。Ａコー

戦いを繰り広げました。東京体育館メ

で２試合を保証し、１チームの勝ち抜

ト は 優 勝 Galaxy Convoy 、 準 優 勝

インアリーナでの大会は、体育館がで

きで決勝トーナメントが行なわれまし

12MONKEYS、 Ｂ コ ー ト は 優 勝 モ ン

きた翌年の全国大会（約２０年前）以

た。予選リンク戦は接戦が多く、すべ

チャック、準優勝澤新となりました。

来です。今回は、観客席は借りずにフ

ての試合が終わりセット率、得失差で

また、視聴覚障害のチームＴＤＶも出

ロアが選手の控え席となりました。人

決まるゾーンが多くなりました。

場し、２試合で１セットをもぎ取る健

女 子 は ３ チ ー ム の 決 勝 リ ー グ に、

工芝の上に荷物を置き下履きを脱いで
観戦したので、ちょっと遠足や運動会

シュガーコート、東京春夏秋冬、西荻

気分でいいと好評でした。

タッチネットが勝ち残り、初めてシュ

闘をみせました。
（東京バレー協・田中）

「またもや」雨の中、２１名が参加しコンペを開催

サンクス！オープンコンペ
５月 29 日、茨城県の霞ヶ浦カント
リー倶楽部において、
「サンクス！オー
プンコンペ」が開催されました。前回

…。それでも、風は強いものの、前回
よりはずっと「良い天気」
。

手頃な料金で、ゴルフを満喫

３月のコンペは大雨にたたられたた

東京ゴルフ協
セル）
21 名の参加者は、グロス（実打数）、
ネット（ハンデキャップあり）の両表
彰のほか、ドラコン、ニアピンなどの

また、今回はコース感謝デーのため、

め、今回のコンペは「良い天気でもう

各賞と、何より自分への挑戦というゴ

一度まわりたい」という希望で、もう

昼食付き 6,800 円という大変リーズナ

ルフの醍醐味を楽しむことができまし

一度同コースで開催する予定となって

ブルなプレーフィーでもあり、初参加

た。

い ま し た。 し か し、 残 念 な が ら、 ま

の 3 名を含む 22 名の申し込みがあり

たもやぐずついた天気の中のラウンド

ました。
（1 名は諸事情によりキャン

（編集委員・井上）

東京卓球協議会第 32 回総会
4 月 29 日（祝）中野勤労福祉会館

ラブの協力を計り、“ スポーツ君が主

なりました。周知徹底するのに多少時

において、役員 18 名、クラブ代議員

人公 ” の運営と協議を広げていきたい

間がかかりましたが、多くの皆さんか

34 名、計 52 名の参加で、総会と講習

と思います。しかし、活動の充実を図

らは、「登録ゼッケンをもらえて嬉し

会が開催されました。毎年、講習会ま

るための役員が不足しています。多く

い !」と歓迎されました。

たはミニ大会などをセットして総会を

の方に呼びかけ、やれる範囲で協力し

開催し、総会の参加を増やすようにし

てもらえる人を広げていきたいと思い

新規登録のクラブ、個人が久々にたく

ています。

ます。

さん増え、実質 114 名の増勢になり

今期の重点課題は 11 の地域協議会

2009 年度の登録は 4,638 人となり、

また、団体戦などでのメンバー登録

ま し た。 い よ い よ 5,000 人 を 超 え る

との連携を強め、また新たな地域協議

選手以外の出場が問題になったため、

見通しが出てきました。みんなの要求

会作りに取り組むことです。全都に登

登録名のゼッケンをきちんとつけても

をくみ上げながら、なおかつ競技性と

録分布が広がっていますが、ブロック

らう事を徹底する必要が出てきまし

フェアプレイの向上と発展のために、

化して複数の地域が協力して展開する

た。この結果、初めて全登録者にロゴ

奮起したいと思います。

ように考えています。より一層加盟ク

入りゼッケンを無料で配布することに
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（東京卓球協議会・岩波）

北区連盟第 34 回定期総会
５月 24 日神谷区民センターで行わ
れた「新日本スポーツ連盟北区連盟

加者で本大会を開催できたのは非常に

が９３と大きく前進しました。その背

大事なことでした。

景には、各種目組織の運動が活発に行

第 34 回定期総会」は、定数 74 名の

総 会 で は 2008 年 度 活 動 報 告、

われた成果だと考えます。その中でも、

ところ代議員 50 名出席、委任状６名

2009 年度活動方針、2008 年度決算

ふれあい赤羽駅伝大会、月例赤羽マラ

でした。およそ 4 分の 3 という、非常

報告・監査報告、2009 年度予算案な

ソン、卓球大会、ミックス大会などが、

に多くの参加者を結集することができ

どが報告され、議論して採択されまし

高まる愛好者の声に応え大きな広がり

ました。この大会では萩原純一さんが

た。

となっています。この流れを全体へと

27 年間務めた理事長を勇退されるこ

一年の活動の特徴を振り返って見る

とが確認されたこともあり、多くの参

と、組織拡大の取組みは、加盟クラブ

さらに広げていきたいと思います。
（北区連盟理事長・大平）

中野区連盟第 34 回定期総会
さる 5 月 28 日、中野区立商工会館

た、統廃合によって廃校になる学校の

しました。あわせて新役員を選出して

で第 34 回中野区連盟定期総会が開か

体育館や校庭を区立の運動施設として

終了しました。

れました。

新たに整備するよう求める活動も継続

まず昨年 08 年度の活動のまとめを
行いました。07 年度の体育施設使用

して行ってきました。

新役員には理事長に小沢哲雄（テニ
ス）
、副理事長に稲垣ゆき（卓球）同

そ の 後、09 年 の 運 動 方 針 と し て、

じく三浦徹（テニス）、事務局長に伊

料値上げ計画（最大 10 倍！）を大幅

運動施設の整備拡充運動に加えて、中

東千恵子（卓球）の各氏が選出されま

に抑えた運動の流れを引き継ぎ、昨年

野区が計画している地域スポーツクラ

した。

度は鷺宮体育館プールの使用料金を大

ブ構想に対する区連盟としての対案作

幅に引き下げることが出来ました。ま

りに着手する事などを満場一致で採択

東京都連盟第 43 期

（中野区連盟理事長・小沢）

第２回理事会報告

東京都連盟第 43 期第２回の理事会が、5 月 11 日開催され

けに、スポーツ連盟の出発点である「誰もがスポーツに参

ました。議題は、「異議あり！ 2016 石原オリンピック」集

加できる」条件をつくるために、現在の情勢にそくした取

会及びＩＯＣ評価委員との面会と今後の取り組み、2010 年

り組みを行う必要がある点について中心に行われました。

全国スポーツ祭典の取り組み状況、武蔵野の森総合スポー

また、
「OURSPORTS 東京」の編集方針について、記事の

ツ施設関連の報告、スポーツ活動と組織拡大の取り組みに

内容決定、依頼方法、編集についての改善が検討され、編

ついて、東京反核平和マラソンについて等でした。

集委員会でもあらためて検討することとしました。

議論は、全国スポーツ祭典への取り組みの問題をきっか

経過と今後の予定
5/11

第２回理事会

5/16,/17 全国連盟理事会
5/21

ＢｕｍＢプール早期再開を求める陳情
5/28

中野区連盟総会

6/4

異議あり！ 2016 石原オリンピック

早期再開を求める陳情が 5 月 27 日、都

連絡会

議会文教委員会において不採択となりま

6/11

FSGT「子供スポーツフェスティバル」

した。採択に賛成は共産党１名のみで、

異議あり！ 2016 石原オリンピック
連絡会

（編集委員・井上）

壮行会

5/24

北区連盟総会

5/26

三役会議

6/11 「OURSPORTS 東京」編集委員会

5/27

都議会文教委員会にて陳情審査

6/13

都連盟が提出していた BumB プールの

他の委員からは「都の対応は適切」など

第３回理事会

の実態に合わない質問が行われ、遺憾な
結果となりました【詳報は次号予定】
。

是非、ご参加ください！
第 14 回東京反核平和マラソン
８／１
（土）核兵器廃絶・戦争反対をアピールして走ろう！
今年も 3 コース、それぞれ北区役所、夢の島公園、大田区役所から代々木公園を目指します！
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第２回

新宿バード

Welcome to OUR SP☺RTS Club

クラブ紹介

（バドミントン）

新宿区連盟
東京バドミントン協議会

ありがたかった」そうです。

クラブの概要
結成年：１９７０年７月
人数：

男性１５名、女性５名

メンバーの一言

代表者：大野文明

・正式なメンバーでなくてもビジター

活動場所：新宿区内で活動。
元気館（金曜日の夜が練習日）

として練習に参加できるのがいい。

西戸山中学校体育館（適時）

・実力制限も所得制限もない（参加費
が安い）からやりやすい。週 2 回程度、
コンスタントに練習の機会が得られる
のがとても魅力的です。
・プレーに関して、細かな事を言われ
元気館における練習風景。後半になるとゲーム練
習が始まり、どんどん熱気が高まっていきます。

ないから気が楽です。大野さんの人柄
も魅力ですね（笑い）

ダブルスを組む大野さん（右）

初めてのバドミントンクラブに
「懐メロフォークソングみたいなクラブ」
初心者から上級者まで、だれでも一
緒に楽しくやれて、どんな人がいつ来
ても、ホッとできる。どんどん上手く
なって、より高いレベルを求めて他の
チームに活動拠点を移した人も、今で
も顔を出している。そんな居心地の良
いクラブを、大野さんは「懐メロフォー
クソングみたいなクラブ」と語ります。
新宿区民を中心に会員を募集し、初心
者レッスンも行っています。練習会に
は１５名ほどが集まりますが、新宿バ
ド協のホームページの影響か、最近は
人数が増えてきています。

大野さんが大学生の頃、「スポーツ
の民主化」を唱えているという新体連
（当時）の存在を知り、池袋の事務所
を訪ねたのがクラブ結成のきっかけと
なりました。ところが、当時の新体連
新宿バド協 http://shin-bad.net/

にはバドミントンという種目はありま
せんでした。都連盟理事長の吉井先生

メンバーが他のチームに巣立って行く（移籍）

（当時）と一緒に活動を始め、
「みずと

のは、自分たちにとっては少々さみしい事で

り」クラブを結成。その第２弾として

しょう。しかし、初めてバドミントンを楽し

「バード」が結成されました。どちら

むことができたクラブに、巣立った後もいつ
でも気軽に顔を出しに帰ってこれるなんて、

もバドミントンで使用する「シャトル」

まさに「親鳥」のようですね。みなさんがい

に由来したクラブ名です。指導をして

れば、バドミントン人口がふえ競技が発展す

くれた中目黒中学校の先生のおかげで

ること間違いなしですね。

体育館を借りられたことが、
「とても

（編集委員・渡辺）

編集後記
前回編集後記を書いたのは１月号でした。今はもう６月です。これから梅雨から夏と過ぎていきます。
３月の総会を経て新しい方針のもとに活動が展開されていますが、懸案の組織拡大はなかなか思うように進んでいません。経済不況
の中でスポーツをめぐる環境も厳しくなっています。
その中にあってスポーツ連盟の陸上、水泳、卓球、バドミントン、剣道などの春の競技大会の参加は昨年に比べて 1.5 倍、２倍と増え
ているのが特徴です。そして、かなりの数の愛好者をお断りしている現状があります。受け入れることができない理由として、会場のキャ
パシティ、運営スタッフの確保の問題があります。
競技要求を持つ愛好者をどう組織するか、これまでも何度も提起されている課題です。一度立ち止まってじっくり戦略を練る絶好の機
会です。その成果をこの 6 月 27,28 日に開催される全国連盟主催の
「組織拡大全国交流会議」
に反映していきたいと思います。
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（北川）

都連盟スポーツカレンダー 2009 年 7、 8 月
都種目組織

期日

行事名

会場

卓球協議会

7/7

第 26 回ハローレディース団体戦

東京体育館メイン・サブアリーナ

7/16

第 7 回ラージボール男女ダブルスミックス＆シングルス

東京武道館

7/28、29

関東オープン中高生大会

駒沢体育館

8/1，9

第 18 回全国卓球選手権大会 年代別団体戦東京都予選

上板橋体育館、中央区総合スポーツセンター

8/8，9

第 18 回全国卓球選手権大会

上板橋体育館、中央区総合スポーツセンター

８/10,11

第 12 回関東オープン中学生 ･ 高校生卓球大会個人戦

7/19

第 11 回ナイター陸上競技大会

夢の島競技場

7/26

月例ランニング講習会

BumB・研修ルーム B

ランニングクラブ

一般団体戦東京都予選

東京武道館

8/23

月例ランニング講習会

BumB・研修ルームＡ

水泳協議会

7/31 ～ 8/2

第 38 回東京海の水泳教室

館山海岸

バドミントン

7/24、25

夏季高校生オープン大会

駒沢屋内球技場

野球連盟

7/19

春季大会

駒沢公園軟式野球場

7/26

リーグ戦

駒沢公園硬式野球場

7/26

新宿の公園めぐり（定期総会）

ＪＲ高田馬場駅

集合

8/22

善福寺川を源流まで歩く

ＪＲ阿佐ヶ谷駅

集合

期日

行事名

会場

7/19

第 34 回春季小学生バレーボール大会

十条台小体育館

7/19

第 34 回春季ミックスバレーボール大会・予選１部

西浮間小、堀船小体育館

7/26

第 34 回春季ミックスバレーボール大会・決勝 1 部・2 部

桐ヶ丘体育館

8/2

第 47 回北区スポーツ祭典夏季シニアバレーボール大会

滝野川体育館

7/5，19

リーグ戦

中央公園野球場、又は新荒川大橋野球場

8.2，16，30

リーグ戦

中央公園野球場、又は新荒川大橋野球場

サッカー

8/9，16，23

第 47 回北区スポーツ祭典サッカー大会

北運動場、荒川サッカー場

水泳

7/23、30

ウォーキング

地域連盟・地域組織
北区連盟
バレーボール

野球

第 47 回北区スポーツ祭典水泳初心者教室

王子プール

卓球

8/9

第 47 回北区スポーツ祭典プログレスリーグ卓球大会

滝野川体育館

ランニング

7/26

月例赤羽マラソン

岩淵堤防土手

8/23

月例赤羽マラソン

岩淵堤防土手

7/4

第 16 回指導員養成研修会

夏の雲公園庭球場

7/26

第 41 回練馬スポーツ祭典

土支田庭球場

8/2，9，16

第 41 回練馬スポーツ祭典

土支田庭球場

8/22，23，29，30

第 21 回クラブ対抗団体戦

土支田庭球場

バドミントン

8/16，23

第 41 回練馬スポーツ祭典

光が丘体育館

卓球

8/29

第 41 回練馬スポーツ祭典卓球大会

練馬区立光が丘体育館

ソフトテニス

7/25，26、8/2

第 32 回ソフトテニススクール

高野台運動場（庭球場）

8/6、13，20

練馬区連盟
硬式テニス

板橋区連盟
卓球

7/18

板橋スポーツ祭典卓球大会（ダブルス・ジュニアペアマッチ）

上板橋体育館

7/25

板橋スポーツ祭典卓球大会城北オープン

赤塚体育館

8/1，8

板橋スポーツ祭典卓球大会

上板橋体育館

7/4、20

板橋スポーツ祭典テニス大会

加賀テニスコート

7/10

夏季レディース大会

新河岸コート

8/9

男子夏季団体戦

加賀テニスコート

8/23

夏季中・高生大会

徳丸ヶ原公園テニスコート

7/19、8/30

板橋レディースバレーボールオープンリーグ大会

赤塚体育館

7/20

トリオマッチ

高円寺体育館

7/30

ジュニア大会

荻窪体育館

卓球

8/2

中野３Ｄ大会

中野体育館

テニス

7/27、

テニス教室Ａ・Ｂコース第２期

中野体育館

テニス教室Ｃ・Ｄコース第２期

中野体育館

8/6, 20, 27

テニス教室Ｅ・Ｆコース第 2 期

哲学堂テニスコート

7/19

新宿 ABC=XYZ 団体戦卓球大会

新宿スポーツセンター

7/4

第 39 回江戸川オープンＡＢＣ＝ＸＹＺ団体戦卓球大会

江戸川区総合体育館

7/26

大田祭典ミックス団体

大森スポーツセンター

7/12

月例多摩川ロードレース

多摩川・国立ランニングコース

テニス

バレーボール
杉並区連盟
卓球
中野区連盟

8/3，17，24，31
7/2，16，30
8/7，20，27
新宿区連盟
卓球
江戸川卓球協議会
卓球
大田区卓球協議会
卓球
多摩地区
ランニング
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