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　今回で東京スポーツ祭典も 46 回目

を迎えました。これまで、都民の様々

なスポーツ要求に応える運動として東

京都との共催事業として、発展してき

ました。

　また全国大会が開催される種目で

は、出場の切符をかけて白熱した試合

が見られます。その他の種目でも、年

に一度の大きな取組として、競技愛好

者の要求に多様な要求に応えるため

様々な工夫を凝らしています。

第 46 回東京スポーツ祭典
各地で各種目が開催中！

卓球…団体戦・8月１，８，９日
　　　個人戦 9月 22日、23日
水泳…12月 6日（中長距離水泳大会）
テニス…9月 6日（オータムオープン )
　　　　13日（都祭典）
サッカー…決勝トーナメント９月６日
　　　　　　～ 10月 11日
バドミントン…11月 23日
野球…10月 4日、25日
ソフトボール…11月 8日、29日
ウォーキング…10月 24日
バレーボール…11月 3日
空手…10月 4日
ゴルフ…10月 12日
スキー…2月 6～ 7日

－ 1－

全国大会の切符をつかんだ方々の喜びの声
谷口　純子さん　谷口　純子さん　
（卓球・女子シングルス年代別 C代表）（卓球・女子シングルス年代別 C代表）

　　以前からラージボールや、マスター
ズなどで、全国大会には出場経験があ
りますが、最近友人から声をかけられ、
スポーツ連盟の大会に参加するように
なりました。こちらの全国大会は、初
めての参加です。団体戦も個人戦もど
ちらも入賞目指して頑張ります！

各種目の開催日程一覧

山本　八郎さん山本　八郎さん
（卓球・男子シングルス年代別H代表）（卓球・男子シングルス年代別H代表）

　全国大会は今回で３回目です。毎回

運営の方々の努力もあり、とても楽し
ませてもらっています。特にスポーツ
連盟の、対戦相手を尊重し、試合中は
真剣でも試合後は仲良くなれるような
雰囲気はいいですね。私は勝負事だけ
でなく、楽しむ事も大事にしています。
卓球という楽しみがあるからこそ、今
も元気で仕事を続けられるし、充実し
た日々を送っています。

青木　賢さん青木　賢さん
（卓球・男子シングルス一般の部代表）（卓球・男子シングルス一般の部代表）

　卓球の全国大会は、国際色豊かで、

アジアの方々と試合できたのもいい経
験になりました。全体的に楽しい雰囲
気だったと思います。初参加だった去

年はベスト 16 まで勝ち進むことがで
きましたが、ベスト 8をかけた試合で
はタイの方に惜しくも敗れてしまい、
入賞を逃してしまいました。今年はさ
らに上を目指すべく、週 2日の練習と、
毎週試合に参加して研鑽を積んできま
した。試合を楽しみつつ、ベスト 8以
上を目指して頑張ります。

卓　球



　本大会は、男女別に開催され、7月

26 日 ( 日 ) には、OZ( 神奈川 ) と QP、

KAKALLOT( 以上千葉 ) の３チームで

女子の部が開かれました。３チーム

リーグとなり、千葉勢が２チーム残り、

決勝では QP を KAKALLOT が２－０

で破り優勝しました。残念ながら東京

勢がクラブカップやマグナムカップ

と日程が重なって出場できませんでし

た。会場は蒸し暑く有料でしたがクー

ラーを入れ、少ないチームで和やかに

開かれました。

　男子の部は、８月９日 ( 日 ) に東京、

暑さに負けず熱闘が続く

第25回関東ブロック６人制男女
バレーボール大会

7/26　つくば市カピオアリーナ　
8/9　駒沢屋内球技場

東京都連盟
ＮＥＷＳ

神奈川、千葉からそれぞれ２チームず

つ参加で開催されました。東京は、蘭

バレーボールクラブ、澤新、神奈川は、

SEA　WIND、PHONIX、千葉は、遊球、

SHONAN CLUB でした。

　3チームずつに分かれリーグ戦を行

い、遊球、SHONAN CLUB の千葉勢が

残り、第一セットは接戦で SHONAN 

CLUB が取ると、勢いにのって第二セッ

ト目も奪い、2-0 で SHONAN CLUB が

優勝しました。（東京バレー協・田中）

－２－

予選を勝ち抜いた強豪が集い競い合う

第46回東京スポーツ祭典テニス大会
10/13　有明テニスの森公園テニスコート

　13 日に行われた東京スポーツ祭典

では、これまでに行われた、連盟杯、

多摩大会、新春大会、オータムオープ

ンのいずれかを勝ちあがったり、北区、

練馬区、中野区、板橋区の各区から推

薦を受けた方たちが集います。以前の

大会であった顔なじみの方もいたらし

く、会場は試合の緊張した空気ととも

に、交流を楽しむ声も聞かれました。

　今回は他の大会とぶつかってしまっ

たようで、男子シングルスや、ミック

スダブルスで参加者が例年より少なく

なってしまいました。ですが、ここ最

近スポーツ連盟の大会に参加された方

たち、特に若い方が活躍していました。

女子ダブルスで優勝された山崎・安藤

ペアはキビキビした動きで素晴らしい

ショットを連発されていました。

　また、有明テニスコートの中でも今

回は国際試合も行う Aコートを使用で

きました。2コートずつ区切られ、試

合に集中できる環境が整えられてい

て、参加者の方々には好評でした。　

　　　　　　　　　（編集委員・渡辺）

杉木　浩行さん・【松濤クラブ】杉木　浩行さん・【松濤クラブ】
（卓球・男子団体戦40歳以上の部代表）（卓球・男子団体戦40歳以上の部代表）

　スポーツ連盟の全国大会にはもう
かれこれ 20年以上前から出続け、ほ
とんど常連のように参加しています。
2000 年の第 12 回の全国大会では、
後にプロにもなられた華兵さんを擁す

岩波　道子さん岩波　道子さん
（卓球・女子シングルス年代別H代表（卓球・女子シングルス年代別H代表））
☆東京卓球祭典副運営委員長☆東京卓球祭典副運営委員長

　まだ全国祭典が予選のない時期から
携わり続けてきましたが、現在のよう
な東京祭典が始ってからは初めて代表
に選ばれました。体調を崩したり、忙
しく練習が思うようにできなかった時
期もありましたが、上達してその喜び
を味わいたいという気持ちを持ち続け
て頑張ってきた事が今回の結果につな
がったと思います。大会運営にも力を
尽くしてきました。愛好者を増やし、

近藤　裕介さん　近藤　裕介さん　
（テニス・男子ダブルス代表）（テニス・男子ダブルス代表）

　東京スポーツ祭典には 4，5回ほど
参加してきましたが、4年前初めて全
国大会の代表になり、今年は 2回目
になります。全国大会はさすがにレベ
ルが高く、強い人たちと試合が出来て
非常に有意義でした。高校から硬式テ
ニスを始め今年で12年目になります。
社会人になってからは練習できる状況
や場所を確保するのに苦労しています
が、スポーツ連盟の大会も含め、なる
べく大会に参加し腕を磨くよう心がけ
ています。努力を結実させ今年は前回
を上回る成績を収めたいと思います。

安田　美智子さん・[ 旗標 ]安田　美智子さん・[ 旗標 ]
（卓球・女子団体戦 50歳以上の部代表）（卓球・女子団体戦 50歳以上の部代表）

　私たちは以前は別々のところで練習
していましたが、大会や練習を通じて、
交流を深め、最近になってチームを結
成しました。仕事や家事など忙しい中、
卓球をすることがストレス発散になる
し、練習の後もみんなで楽しく食事や
話をすることもあります。全国大会出
場をめざし、シングルス、ダブルスの
役割を決め、それぞれの分野で技を磨
いてきました。大会本番では全国の強
豪が相手ですが、全力でぶつかり、や
はり入賞を目指したいですね。

る淡路 TTC に惜しくも敗れましたが
2位になったこともありました。今ま
では団体戦は一般と、ベテラン（55
歳以上）の２つしかありませんでした
が、今年から新しく 40、50、60歳以
上と年代別が増設されたので、今回は
初優勝を狙おうと、クラブのメンバー
一同燃えています。

本格的な全国大会にするため、「卓球
を心から楽しみたい」という思いを共
有する仲間とともに奮闘し、現在では
計 4800 人が参加する東京祭典へと発
展させてきました。自分も代表になれ
たことと併せて本当に嬉しいです。

ミックスダブルス優勝の沼田・麻生ペア

テニス



都連盟理事会報告 第6回　　9/14　　18 人中　9人出席

－３－

主な議題
・杉並区連盟対策会議の進捗状況について

・第 28回全国スポーツ祭典実行委員会の報告

・関東ブロック会議の報告

・ＦＳＧＴフットアセット代表団歓迎・交流企画

・東京反核平和マラソンについて

・「異議あり！ 2016 石原オリンピック」IOC 総会代表団派遣につ

いて

・サマースポーツセミナー（石川）の報告

・「OUR SPORTS 東京」の発行について

8/10  第５回理事会

8/12  東京自治フォーラム実行委員会（第 4回）

8/19  自由法曹団打ち合わせ

8/20  日水連お台場オープンウォーター視察

8/21  東京自治フォーラム打ち合わせ

8/24  三役会議

8/29 ～ 30 サマースポーツセミナー（石川県）萩原、井上、小林、北川、佐藤

9/4  「OUR SPORTS 東京」編集会議

9/6  スキーセミナー（東京スキー協）

9/8  共済東京懇話会

9/8  関東ブロック会議

9/10  三役会議（臨時）

9/12  学校体育研究同志会東京支部総会（井上）

9/12  全国スポーツ祭典実行委員会（井上、伊賀野＋北川、萩原、阿部）

9/14  異議あり！ 2016 石原オリンピック連絡会（井上）

9/14  第６回理事会

9/15  第 14 回東京反核平和マラソン実行委員会（第 5回）

9/15  東京自治フォーラム実行委員会

9/17  自由法曹団打ち合わせ

9/18  ＦＳＧＴフット・ア・セット代表団来日・歓迎会

9/19　ＦＳＧＴ代表団とランニング交流

9/19 日本 スポーツ法学会ー「異議あり！ 2016 石原オリンピック」　

　　　実行委員会の髙石氏が自由研究発表

9/20　ＦＳＧＴ歓迎フット・ア・セット大会（駒沢）

9/25  都民生活要求大行動実行委員会

9/28 ～ 10/5  ＩＯＣ総会（コペンハーゲン）に東京招致への異議を申し入れ

10/3 ～ 4  全国連盟理事会

10/8  「OURSPORTS 東京」編集会議

10/9  都民連宣伝行動（井上）

10/10  スポーツ「9条の会」学習会（2016 年東京五輪招致を検証する）

10/13  第７回理事会

　この予選 2日間は、熱気と緊張感で

各会場内はアツくなっていました !! 一

番の激戦区は男子一般の部で、代表枠

が BEST ８、予備枠で追加４名の計 12

名で参加者は 58 名でした。年代別ク

ラスは 30 歳から５歳刻みで 80 歳代

まで男女各部で代表を決定します。

　全国の予選であるこの大会に出てく

る選手は練習をやり込んだ鋭い身体の

キレを持っています。そのため一次

リーグから激しいラリー戦が展開され

ます。しかし新日本スポーツ連盟の大

会は一次リーグ２位でも、上位トーナ

メントに進出できるのチャンスがある

のが魅力的だなと感じてます。実際そ

こから勝ち上がって代表になった選手

もいます。

　卓球は一瞬のうちに判断し身体を動

かし狙い打つ、しかも球の回転が一球

一球違うから練習を重ねないと上手く

出来ない奥深いスポーツです。そして

相手がいてのスポーツなので試合では

相手の特徴を理解し対応しなければ勝

てません。運営本部は次々に試合結果

があがってくる、個人戦特有の忙しさ

でしたが、卓球の魅力に支えられなが

ら、なんとかこなすことができました。 

　　　　　( 東京卓球協・松野　宗勝）

経過と予定

　男女ダブルス競技の今大会には連盟

員や多摩地区在住者含め 150 組が参

加してくださり盛大な大会となりまし

た。今大会は男女とも 1部～ 4部まで

のランク分けで行い、参加者は上級者

から始めて 1年以内の初級者までさま

ざまなレベルの方が集まり、それぞれ

のレベルで白熱した試合の数々。

　次々に多くの試合を重ねていくバド

ミントン大会では課題だった大会運営

もスタッフ陣の尽力によりかなりス

ムーズに進みました。本協議会主催大

会の常連参加者からは「大会運営、試

合形式、賞品ともに満足の内容でした」

との声もかけられました。

　残念ながら新型インフルエンザの影

響で学生の棄権などもありましたが、

今回の大会を通じて多摩地区のプレイ

ヤー同士の交流ができ、多摩バドミン

トン協議会が目指すバドミントン愛好

家の横のつながりを感じられる大会と

なりました。　（多摩バド協・大八木）
多摩地区の愛好者のつながりを感じた

第４６回東京スポーツ祭典
多摩バドミントン大会
9/21　　稲城市総合体育館 

全国大会目指し各年代で熱戦が展開

第46回東京スポーツ祭典卓球大会
（第18回全国卓球選手権大会都予選） 

9/22,23　　大森スポーツセンター



都連盟スポーツカレンダー　2009 年 11,12 月

・後期 Pリーグ　11/11（水）　東京武道館

・東京後期リーグ　12/5,19（土、土）　中野体育館、

上板橋体育館、町田総合体育館

・レディースペアマッチ　11/30（月）　滝野川体

育館

・中野スポーツ祭典個人戦　11/8（日）中野体育館

・トリオ・ザ・マッチ　12/19（土）　上板橋体育館

・杉並祭典ダブルス大会　11/3（火・祝）　荻窪
体育館

・杉並クリスマス大会　12/23（水）　上井草ス
ポーツセンター

・第 47回三多摩スポーツ祭典秋季ランニング大会
 11/8（日）　多摩川、国立ロードコース
・第8回検見川クロスカントリー大会　12/20（日）
千葉・東京大学検見川総合運動場

・11 月度月例ランニング講習会　11/22（日）　
BumB（東京スポーツ文化館 研修ルームＡ）　

・12 月度月例ランニング講習会　12/27（日）　
BumB（東京スポーツ文化館 研修ルームＢ）

・月例赤羽マラソン　11/22、12 月 27（日）　　
岩淵堤防土手

・月例多摩川ロードレース　12/23（日）　多摩川・
国立ロードコース

・連盟杯テニストーナメント　12/13,20,23
都立有明テニスの森公園テニスコート

・第 47回北区スポーツ祭典硬式テニス平日大会　
11/5（日）　桐ヶ丘体育館コート

・第 47回北区スポーツ祭典硬式テニス混合ダブル
ス大会　11/15（日）　桐ヶ丘体育館コート
・第 47回北区スポーツ祭典硬式テニスシングルス
大会　12/13（日）　桐ヶ丘体育館コート

・第 30 回秋のテニス教室　11/1,8（日）　夏の雲
テニスコート（9：00～ 12：00）

・連盟クラブ交流戦　11/1,8（日）　夏の雲テニス
コート（12：00～ 15：00）

・第 16 回 ウイークデーマッチ　12/3,10,17　　

・第 46 回東京スポーツ祭典　11/23（月・祝）　
厚生年金スポーツセンター

・北区スポーツ祭典　12/23（水）　桐ヶ丘体育館

・練馬バドミントン教室　12/26（土）　光ヶ丘体
育館

・板橋区高校生オープン　12/23,24（水、木）　
赤塚体育館、上板橋体育館

・杉並スポーツ祭典 12/13（日）　荻窪体育館

・第 25 回新宿スポーツ祭典　11/22（日）　新宿
スポーツセンター

・新宿オープン団体リーグ戦　12/27（日）　新宿
スポーツセンター　

・第 46 回東京スポーツ祭典バレーボール大会

11/3（火・祝）　Bumb（旧夢の島体育館）

・北区スポーツ祭典小学生バレーボール大会　

11/1（土）　西浮間小体育館

・第 47回北区スポーツ祭典ミックスバレーボール

大会予選 3部、4部　11/1〈3部〉、11/15〈4部〉

（日）　堀船小体育館、西浮間小体育館、十条富士

見中体育館

・北区連盟リーグ戦　11/1,15,29、12/6,20（日）
中央公園野球場、又は新荒川大橋野球場

・第 41 回練馬スポーツ祭典　11/21,22,28　北大
泉野球場

・第 47回北区スポーツ祭典太極拳初心者教室

9/7 ～ 11/30　王子小体育館

・第 47回北区スポーツ祭典ハイキング　11/3（水・

祝）　棒ノ峰（飯能）

・第 47 回北区スポーツ祭典ボウリング大会　

11/29（日）　三恵ボウル

・紅葉の鳩ノ巣渓谷を歩く　11/15（日）　JR 青
梅線奥多摩駅　集合

・多摩市の愛宕・松が谷の公園をめぐる　　
11/25（水）　京王相模原線永山駅　集合

・お台場ウォッチング　12/10（木）　JR 田町駅
芝浦口　集合

・浅草の町を探索　12/19　（土）　地下鉄銀座線
浅草駅（吾妻橋方面）集合　

卓球卓球

中野区

陸上陸上

テニステニス

バドミントンバドミントン

バレーボールバレーボール

野球野球

ソフトボールソフトボール

ウォーキングウォーキング

その他の種目その他の種目

北区

北区

北区

北区

北区

中野区

練馬区

練馬区

板橋区

板橋区

板橋区

北区
多摩地区

スキースキー
・冬休みジュニアスキー　12/25 ～ 27（木～土）
　かたしなスキー場

・越年スキー　12/29～1/3　秋田八幡平スキー場

板橋区

杉並区

夏の雲テニスコート

・板橋スポーツ祭典ミックス団体戦　11/7（土）　
新河岸テニスコート

・板橋スポーツ祭典 2 部女子シングルス大会　
11/22（日）　新河岸コート

・連盟杯男子ダブルス大会　12/20（日）　加賀テ
ニスコート

・新日本スポーツ連盟 クリスマステニストーナメント
12/6（日）　哲学堂テニスコート

・テニス教室Ａ・Ｂコース第 3 期　10/19 ～
12/28（月）　　中野体育館

・テニス教室Ｃ・Ｄコース第４期　11/5 ～ 12/24
中野体育館

・テニス教室Ｅ・Ｆコース第 2期　8/6 ～ 11/26
哲学堂テニスコート

・テニス教室Ｅ・Ｆコース第 3期　12/3 ～ 2010
年 3/25（木）　哲学堂テニスコート

北区

新宿区

杉並区

サッカーサッカー

・第 47 回北区スポーツ祭典フットサル大会　
12/6,20（日）　西浮間小体育館

北区

バスケットボールバスケットボール

・第 47 回北区スポーツ祭典　11/3，12/6　桐ヶ
丘体育館、十条台小体育館

北区

第 47 回北区スポーツ祭典ミックスバレーボール

大会決勝　11/23〈3,4 部〉,29〈1,2 部〉　桐ヶ丘

体育館、　

・バレーボールリーグ戦秋季大会　12/19（土）

桐ヶ丘体育館

・板橋レディースバレーボールオープンリーグ大

会　12/23（水）　赤塚体育館

練馬区

～編集後記～
　季節は早くも秋に移りかわり、過ごし

やすくなってきました。秋といえば、「ス

ポーツの秋」です。自分も相変わらず毎

日のように体を動かし汗を流す日々を

送っていますが、最近は歴史小説、時代

小説にハマっています。イチオシはやは

り藤沢周平さんです。剣豪もの、人情も

の、推理もの等々、とにかくおもしろくて、

秋の夜長を楽しませてくれます。時には

おいしい食事とともに…。

　スポーツをして、美味しいものを食べ、

読書をしながらのんびり過ごす。これが

今の自分の最高の贅沢に感じられます。

「スポーツ」「読書」「食欲」はからずも秋

にまつわる3拍子がそろってしまいました。

　　　    　　　　　　（編集委員・渡辺）

水泳水泳
・第 25 回東京年齢別水泳大会　11/3（火・祝）　
東京辰巳国際水泳場

・第 11 回中長距離水泳大会　12/6（日）　東京辰
巳国際水泳場

－４－


