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　東日本大震災が発生して一月半が経ちましたが、時が経つにつれて深刻な被害の実態が明らかになってきました。4月末の時点で死
者は１万４千人を越え、行方不明者も１万１千人を越えています。多くの方が家族や知人を亡くし、仕事や職場、家屋を失い途方に暮
れている状況です。さらに電気やガス、水道などのライフラインが回復していない地域も多く残っています。それでも被災者の方は必
死に日々を送っておられます。現在最も求められていることは国の抜本的な復興支援策です。しかし同時に、私たちの連帯、支援の輪
を広げていくことも重要です。さらに大きく、できるだけ早く、被災者のみなさんに対する手厚い支援の輪を広げていきましょう。

　新日本スポーツ連盟では 4月 24日～ 28日まで宮城県へとボランティア隊を５名を派遣しました。これに合わせて東京の
各組織に救援物資の提供を呼びかけました。その結果 1週間ほどで米などの食料品や、下着、タオルなどの日用品のほか、サッ
カーボール、バレーボール、ソフトボールなどのスポーツ用品が寄せられました。救援物資を呼び掛けた組織やクラブと集め
られた救援物資の一部を下の表にまとめました（この他の多くの方から救援物資を頂きました。）

東日本大震災復興のために、1人でも多く、少しでも早く

都内から救援物資を集めボランティア隊を派遣　  ～宮城県石巻市へ～

組織・クラブ・個人 物資
江東水泳連絡会

有志 5人

タオル多数、ポロシャツ・ストッキング多数、ﾎﾟﾛｼｬﾂ 2、ｽﾞﾎﾞﾝ 3
下着多数、ｿｯｸｽ 4、ﾊﾝｶﾁ 15、前掛け 2、女性用ｼｬﾂ 8、ﾗｼﾞｵ 1
ﾌﾞﾗｼﾞｬｰ 2、ねまき 1、老眼鏡 8、女性用ｽﾊﾟｯﾂ 4、
Tシャツ 2、Y ｼｬﾂ 4、ｻﾎﾟｰﾀｰ 1、ﾒｯｾｰｼﾞｶｰﾄﾞ 1 

神谷ＦＣ ｻｯｶｰﾎﾞｰﾙ 4
銀嶺ｽｷｰｸﾗﾌﾞ Ｔｼｬﾂ 2、ﾀｵﾙ 7　　　　　　
東京スキー協　有志 靴下２足、ﾊﾝｶﾁ２、短パン 1、ｴﾌﾟﾛﾝ１
練馬区連盟 ﾀｵﾙ 10、Tシャツ 18、ﾊﾞｽﾀｵﾙ 4、ﾄﾚｰﾅｰ 1
東京バド協 ｼｬﾂ 5、ﾀｵﾙ 13、ﾚｽｷｭｰｼｰﾄ１、ﾊﾞｽﾀｵﾙ 1、ﾌｪｲｽﾀｵﾙ 2
※この他マルイチ商店様からは多数の厚手下着と作業着をいただきました。また、長年ソフトボール
大　会の運営をされた青嶋さんの働きかけにより内外ゴム株式会社様からソフトボール 18個を
い　ただきました。この場をお借りしてご協力いただいたみなさまにお礼を申し上げます。

大会参加者の協力で 100 万円目標に救援募金を！～練馬区連盟～

　練馬区連盟では、2011 年度の大会
参加者を例年並みの 5000 人集めて、
その参加費から一定額を復興支援のた
めのお金に回すことを決めました。
　3月 24日に開催された理事会で「何
か区連盟でできる被災者への支援はな
いか」と議論になりました。「もうすで
に街頭などで募金をした人も多いので
会場で訴えるだけでは限界があるので
は？」という意見が出され、参加費の
うち一部を復興支援のためのお金に回
そうということになりました。
　そのことを参加者に呼びかける訴え
も役員で協力・分担してつくり、各大
会のプログラム等に掲載して参加者に

理解を求めています。
　最終的金額じゃ来年度になって決ま
りますが、練馬区連盟では 100 万円集
める目標をたて、多くの参加者を大会
に集めようと奮闘が始まっています。大会要項でも復興支援を呼び掛け（一部省略）

現地では様々な作業に取り組みました。写真
は漁業の会社の壊れた冷凍庫から腐った魚を
とりだす作業。強烈な匂いにも負けずに冷凍
庫の中をきれいに片づけました。
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大会を開催して被災地を応援
板橋レディースバレーボールリーグ

震災の影響は東京でも深刻…　いま、体育館やプールは…。

都立スポーツ施設の状況
・東京体育館…5月から通常通り営業
・東京武道館…4月 29日から通常通り営業
・駒沢オリンピック公園…屋内球技場は利用中止それ以外
　　　　　　　　　　　　は 5月から通常通り営業
・東京辰巳国際水泳場…6月まで利用中止（再開は未定）

●都立施設にも大きな影響が
　今回の地震や津波により引き起こされた福島原発の事故に

より、電力の供給量が落ち込み、各地のスポーツ施設の利用

が制限されました。東京辰巳国際水泳場では、プールの可動

床が壊れ、天井からも落下物が。駒沢公園屋内球技場も壁が

はがれるなどの被害が出て利用中止の状態です。

●全ての利用者がスポーツを楽しめる機会を！
　また、地域のスポーツ施設も節電に協力するために、夜間

の利用中止が続き、平日の夜間に練習していたクラブは活動

ができない状態にあり、特に勤労者のチームに大きな影響が

出ています。また特にプールの使用が制限され、普段の練習

がままならないという状態のクラブもあります。普段の練習

の機会を失うという事はスポーツを通じての仲間とのつな

がりを失うことにもなりかねません。都連盟は、公共施設は

一律の夜間中止ではな

く、平等にスポーツを

する機会が保障される

ように運営するよう東

京都に対して要請を５

月の上旬に行うことを

予定しています。

　新年度の第 1回目、4月 3 日の大会
は困難な条件の中、９チームによって
元気に開催することが出来ました。
●復興へのエールを送るため大会開催を
　東日本大震災から３週間後の大会に
ついて、加盟チームから開催を危惧す
る問合せ、また開催にあたっての条件
取組等の要望がありました。協議会代

表委員と主催者は、意見交換をして、
この未曽有の災害にも萎縮することな
く元気を出し、復興へ力となるように、
「がんばろう　東北！　まけるな　ニッ
ポン！」のエールを送ろうと、3/23 Ｌ
ＶＢ運営委員会・主将会議に開催提案。
当初の申込みが５チームと少ないなか
大会開催を決定。会議では、地震発生
時の避難対応、参加選手家族との連絡
方法を準備すること、貴重品の管理方
法などを話し合いました。その中で節
電で施設利用時間が 17 時までと限ら
れているが、参加チームを増やす方法
についても意見がだされ、3/23 の主将
会議では組合せ抽選を行わず、会議の
内容を伝え、全チームに再度声を掛け
ることになりました。大会当日は９チー
ムの参加で、４チーム・５チームのリー

グ戦を各チーム３試合、全て２セット
マッチで行い、16時過ぎに無事終了す
ることができました。
●「大会ができて良かった」と喜ばれる
　大会当日には、全チームに避難口と
避難時注意事項等を体育館指定管理者
からの説明を受けました。また私たち
が準備した避難の際の注意事項もそれ
ぞれの避難口に掲示しました。
　参加者からは、原発事故による節電
で練習施設が夜間使用中止で、練習不
足だったが開催できて大変良かったと
の声が聞かれました。運営委員・参加
チームのみなさんからは貴重なご意見
を頂きました。
　支援募金も皆さんから寄せて頂きま
した。心より感謝を申しあげます。
（板橋区連盟　新井正一）

　江東水泳連絡会は、さる４月 20日、節電による使用制限
の緩和を求める要請を行いました。当日は連絡会の加盟クラ
ブメンバー６名が参加しました。節電全体には協力するが、
他の区の事例を参考に、利用者間の公平さが確保できるよう
申し入れました。
●会員の深刻な実態と切実な思いを届けました
　参加者からは、「節電により 5時以降は使用禁止だが、4
時 15 分からの小学生高学年のクラブの利用まで制限される
一方で、一部のプールでは４時から１時間の主催教室を開催
している。団体利用のみ制限はおかしい。可能なら団体に説
明して要望を聞いてほしい」「勤労者には週１度の水泳練習
は生活上のメリハリもあり、健康保持に有効。中断は痛い」
また、有明プール利用者からは「小学生の水泳教室を全面中
止してしまい、楽しみにしている子どもがかわいそうではな
いか」など、こもごも実情が述べられました。
　これを受け区スポーツ振興課長からは、江東区の５月・６
月の開館方針について「通常どおりとし、曜日にかかわりな
く夜間も開館する。但し、７月以降の夏場の電力需要急騰時
には再検討する。」「政府の節電方針が確定し次第確定的な対
応策を決める」との回答がありました。また、参加者からの
利用実態には良く耳を傾け、指定管理者の健康スポーツ公社
にも要請を伝えると約束しました。

節電に協力するけど、プール利用者の声も聞いて！

～江東水泳連絡会、区スポーツ振興課長に申し入れ～

辰巳国際水泳場の早急な改修も熱望されています
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スキーをはいて雪山へ
東京スキー協・山スキー教室

　スキーをはいて斜面を登る。ジグザ
グに、時にはまっすぐに。頂上を目指
すか、峠までか…。
●山スキーはスキーの原点　
　滑降地点（「ドロップポイント」など
という方もいます）にたどり着き、ス
キーからシールを外し、滑降準備を進
める。雪質は、どのようにラインをとっ
て、クレパスが隠れていないか…、ゲ
レンデではありません。そうです、山
の中を滑るのです。
　何故、スキーで雪の斜面を登れるの
か、滑走面にシール（昔はアザラシの
皮で、今は人口素材ですが）を貼り着
けます。逆毛だっているのでずり落ち
ないという仕組みです。スキーという
と、ゲレンデ、ポール競技…、が目立
ちますが、昔から道具として雪山を歩
き、滑る道具として使われてきました。
山スキーは、スキーの原点といっても
過言ではないでしょう。
●自然との一体感を感じられる
　パウダースノーの滑りを追及する人、
春のザラメ雪を楽しむ人、登山の手段
として使う人、さまざまですが、自分
の力で登り、登っただけ滑る。そこでは、
自然に触れ、自然との一体感を得るこ
とができます。「ビバ　山スキー！」
　東京スキー協は、毎年、山スキー教
室を開催しています。５月連休は、八
甲田山、鳥海山で開催します。ぜひ、
興味のある方は東京スキー協へ問い合
わせてみてください。
　　　　　（東京スキー協　長部保雄）
東京スキー協　℡：03-3971-4144

　４月 13 日に中野勤労福祉会館で今
年度初のレディースを中心とした昼間
の合同練習会が開催されました。
●男性中心の練習会だけでなく
　この練習会は 1987 年に始まり今年
で 24 年目になります。その３年前か
ら夜間の男性中心の合同練習会が開始
されていましたが、「昼間にもそういう
練習会があったらいいね」という要求
に応えようとスタートしました。また、
1988 年に東京卓球協議会の中に婦人
連絡会が組織され、婦人の卓球要求や
活動が活発になったことが背景にあり
ました。
　合同練習会の目的は、加盟クラブ員
相互の技術向上をめざすことを基本に、
参加者自身の練習内容や方法を交流し
あうことを重視して取り組まれてきま
した。講師は技術部の私、北川が担当
しています。
　２ケ月に１回のペースで、年間６回
のテーマを決めて、１回２時間半の内
容で開催しています。今回のテーマは
「フォアハンド」で、打球点、バックス
イング、ラケットの面などをチェック
をして、たっぷり汗を流しました。

（東京卓球協　北川　登）

女性の要求に応え昼間に開催
東京卓球協議会合同練習会

　４月 18 日（日曜日）、天候にも恵ま
れ、第 36 回ふれあい赤羽駅伝が開催
されました。今年は昨年より参加チー
ムも増え、男子160チーム、女子18チー
ムがスタートラインに立ちました。
　今年は３月 11 日に起きた東日本大
震災の影響もあり、各種行事や大会が
自粛、中止となる中、私たちスポーツ
を愛好する者として被災地の皆さんに
応援のタスキを渡すつもりで大会の開
催を決定しました。開会式の冒頭、地
震と津波によって亡くなられた方々に
黙とうをささげ、哀悼の気持ちを表し
ました。

　東日本大震災復興の
願いをタスキにこめて
第 36 回ふれあい赤羽駅伝

●石川眼科がアベック優勝
　男子の部では二連覇中の石川眼科Ａ
チームが一区からトップに立ち、その
まま先頭でゴール。二位も石川眼科Ｂ
チームでワンツーフィニッシュとなり
ました。女子の部では、トップを走っ
たチームに助力行為があり、繰り上げ
で石川眼科女子部が優勝しました。今
回の助力行為については、応援のやり
方、程度によっては助力となってしま
うことを改めて学びました。

（北区連盟　藤野哲郎）

38 年間お疲れさまでした！
赤羽マラソンの立役者・小森三男さん

　今回の駅伝と同じ会場で行われてい
る月例赤羽マラソンの創設者である小
森三男さんが 5月に岩手県に帰郷され
ます。小森さんは、北区連盟の創立メ
ンバーでもあり、バスケットボールの
クラブづくりにも尽力されました。
　「北区連盟の事務所を構えようとした
時にお金がなくて、どうしようかとい
うことで、私の住居と兼用で家賃を折
半して借りる事になったんです。４畳
半２つと３畳間の物件で、私は３畳間
の方でした（笑）しかも押入れが１畳
分くらい飛び出してて…。」と語る小森
さん。北区連盟の活動には欠かせない
方でした。通算４００回を超える月例
赤羽マラソンからは、「あかばね楽走会
という」というクラブも誕生し、今年
からは月例赤羽マラソンの運営をする
ことになりました。小森さんが築いて
きた月例赤羽マラソンは、地元の人達
に愛され、これからも続いてゆくこと
でしょう。

あかばね駅伝で役員として活躍する小森さん
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第16回 東京反核平和マラソン東京反核平和マラソン  
77 月月3030日 ( 土 ) 開催！日 ( 土 ) 開催！

　この反核平和マラソンは競争ではあ
りません。核兵器廃絶、戦争反対の思
いをゼッケンやアピールグッズに託し
て、みんなで列を組んで走って沿道の
方達にアピールします。給水や、医務
体制も整えて安全に行えるように配慮し
ております。1区間（約 5㎞）ずつクラ
ブの仲間とリレーでつなぐという参加も
大歓迎！多くの参加をお待ちしてます。

①歩道をみんなで隊列組んで走ります
②沿道の方々にアピールしながら！

③熱い声援を受けながら…。 ④給水をこまめに受けながら…

⑤走ることで「核兵器廃絶、戦争反対」の輪
を広げていきます

⑥代々木公園のけやき並木で大勢の
仲間に迎えられゴールです

What's  反核平和マラソン？　What's  反核平和マラソン？　当日の様子

反核平和スポーツマンのつどい
同日
開催

　昨年からマラソンのゴール地点である代々木公園けやき並
木で開催している「反核平和スポーツマンのつどい」。前回は
東京卓球協や東京ウォーキングクラブの会員さんが会場設営
を担当しました。今年もランナーを温かく迎えて、うたごえ
協議会の方にご協力いただき、平和の歌声を代々木公園に響
かせます。今年は参加者のみなさんの核兵器や戦争をなくし
たいという思いをじっくりと交流できる場にしようと実行委
員会でも体制を組んで進めていきます。
　少しでも関心のある方は、ぜひお越しください。核兵器廃絶、
戦争反対の思いをみんなで交流しましょう。

平和への思いを語ります
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　都連盟理事会報告

経過と予定

3/23　  OUR　SPORTS 東京編集会議
　　　   OUR　SPORTS 東京号外発行
3/27　  東京水泳協議会総会
3/28　  三役会議
3/29　  東京リレーマラソン会場下見
3/31　  OUR　SPORTS 東京 4月号発行
4/11　  第 25 回都連盟理事会
4/14　  東京反核平和マラソン実行委員会
4/21　   OUR SPORTS 東京編集会議
4/24～ 28　復興支援ボランティア活動に
　　　　　　参加（萩原、佐藤）
5/1　　 東京都役員交流ソフトボール大会
　　　　会場：徳丸が原公園軟式野球場
5/7　　 都連盟第47回定期総会
　　　   会場：豊島区勤労福祉会館
5/16　  三役会議
5/17　  東京反核平和マラソン実行委員会
5/23　  第 1回都連盟理事会

第 24 回　 4/11
17 人中   出席９名

～～ 編集後記 ～～

　4月 24 日、スポーツ連盟の災害ボラン
ティア先遣隊として石巻に入りました。
　石巻は水産加工会社が 200 社くらいあ
るとのこと。会社の巨大な冷凍庫には加工
魚がなんと１５００トンもあり、全部腐っ
ている。そこで働く青年は、「３ヶ月はか
かるかな」「もうここでは仕事はできない
です」と無念な思いが伝わります。「石巻
市魚町」いたるところに瓦礫が山積み。「間
一髪、あと 10 秒遅れたら津波にやられて
いました。」「渋滞で中学校の校庭に車を置
いて歩いて帰ることにした所に津波が…。
あわてて校舎の屋上に逃げたので助かっ
た。でも車の中にいた人は…。」
　生きのびた人も心に深い傷を抱えて懸命
に生きている。思わず涙があふれてしまい
ます。　　　　　　　　（編集委員　萩原）

　東日本大震災で総会が延期されたことで、急遽25回目の理事会が開催されました。
　議論の中心はこの大震災に都連盟としてどう対応するのかという事でした。宮
城や岩手では多くの会員さんが被害に遭いました。活動ができないクラブでは会
費も集められないうえに、宮城県では主要な大会が開催できず、財政が逼迫する
ことが予想されます。県連盟の活動を支えるために都連盟として 10万円を拠出す
る事を決めました。
　また、全国災対連と協力して現地にボランティアを送ることを決めました。ス
トレッチ体操やサッカーなどをやって、被災者の健康への援助を行います。関心
のある方は都連盟までお問い合わせください。
　都内スポーツ施設は各地で被害が出ており、耐震対応していた東京武道館だけ
が避難施設として使われています。建設以来 30年以上改修が行われていない施設
が 30％を超えており、至急改修を行う事と、夜間のみ使用を中止して節電を行う
というやり方を改め、全てのクラブに活動の機会を平等に与えることなどを東京
都に要請することを決めました。

「ランナーを支える」サポーター （給水・アナウンサー・ドライバー）
　反核平和マラソンでランナーの安全な走行に欠かせないのがサポーターの存在で
す。給水係の方は休憩ポイントで給水の準備をしていただきます。ここで補給があっ
てこそランナーは猛暑の中を長時間走ることができます。また、ランナーの先導やサ
ポーターを運ぶ役目を持つ宣伝車を運転するドライバーと、マイクで沿道の方にア
ピールしていただくアナウンサーの方達の力このマラソンを強力に盛りたてます。
　走ることはできないけど、ランナーを応援したいというみなさん、縁の下の力持ち
として活躍してみませんか？

参加したいけど…走るのは無理 と、いう方におススメ !

　東日本大震災に伴い引き起こされた福島原発の事故で放射能の恐ろしさが改め
て浮き彫りになりました。核兵器はそんな恐ろしい放射能を大量に撒き散らす人
類史上最悪の兵器です。一刻も早くこの地球上からなくしていくために力を合わ
せましょう。
　昨年からは東西南北４コースでの開催となり、各コースの地域連盟の力を発揮
しながら取り組んできました。近年では種目組織の協力も広がりはじめています。
今年はより多くの種目やクラブの方の力を結集して行いたいと考えています。
●安心してスポーツを楽しめる社会へ、被災地へ復興の願いを届けよう
　今回は実行委員会として「復興支援の輪を広げよう」をテーマに開催すること
になりました。被災した方々が一日も早く辛い日々から抜け出せるように、私た
ちスポーツ愛好者として最大限の支援をしていきたいと思います。スタートやゴー
ル会場では募金を集め、救援物資受け付けも検討しておりますのでぜひご協力を。

放射能の危険が浮き彫りになった今こそ声をあげよう

昨年代々木公園で給水を担当した卓球協のみなさん

アナウンサーの方は宣伝カーから沿道に力強くア
ピールし、ランナーを優しく励ましてくれます。
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都連盟スポーツカレンダー　  2011 年 6 月、 7 月

・月例赤羽マラソン　
　6/26、7/24( 日 )　荒川赤羽桜堤緑地土手

・月例多摩川ロードレース　
　6/12、7/10（日）　多摩川・国立ロードコース

陸上陸上
北区

多摩地域

・第 48回スポーツ祭典テニス大会
　6/5、12（日）　新河岸テニスコートほか
・ミックス団体戦　7/16（土）　新河岸テニスコート

・第 36回春季硬式テニス平日大会
　6/2（木）　桐ケ丘体育館コート

・第 36回春季硬式テニス団体戦大会
　6/5（日）　新河岸川コート
・第 36回春季硬式テニスダブルス大会
　6/19（日）桐ケ丘体育館コート

中野区テニス教室
Ａ・Ｂコース - 月曜　Ｃ・Ｄコース - 木曜

Ｅ・Ｆコース - 木曜　Gコース - 土曜

中野区体育館、哲学堂テニスコート

・区長杯テニストーナメント
 ７/10　( 日 )　上高田テニスコート

・2011 年度男女 Pリーグシングルス
　6/1（水）　東京体育館
・綾瀬トリオマッチ団体戦　6/28（火）　東京武道館
・ハローレディース年令別個人戦
　7/6（水）　東京体育館

・ラージボール大会　7/14（木）　東京武道館

・板橋ジュニア大会　7/17( 日 )　上板橋体育館
・板橋シングルス大会　7/23( 土 )　上板橋体育館

・第 36回春季シングルス卓球大会

　6/19（日）　十条台小体育館

・2D3S 団体戦　7/10( 日 )　荻窪体育館

・男女ダブルス・ミックスダブルス大会
　6/19( 祝 )　中野体育館

・スリーダブルス大会　7/31( 日 )　中野体育館

・第 35回年齢別夏季卓球大会
　6/12( 日 )　大泉体育館

・新宿トリオマッチ卓球大会
　6/4( 土 )　新宿スポーツセンター

・大田男子 S女子 D大会　
　7/15( 金 )　大森スポーツセンター

・女子トリオマッチ　6/24（金）　世田谷総合体育館

・多摩スプリング団体戦　
　6/18（土）　東久留米スポーツセンター　

・多摩レディース３D大会　7/8( 金 )　泉市民体育館
・多摩ABC=XYZ団体戦　7/31（日）　泉市民体育館

・レディースバレーボールオープンリーグ
　7/24( 日 )　赤塚体育館

・第 36回春季ミックスバレーボール大会

　6/5、19( 日 )　7/3（日）　旧西浮小体育館、

　堀船小体育館

・第 36回春季小学生バレーボール大会

　7/17（日）　十条台小学校体育館

・第 49 回北区スポーツ祭典夏季シニアバレーボー
ル大会 　7/31（日）　滝野川体育館

・春季バレーボール大会

　7/31（日）　上井草スポーツセンター

・北区連盟リーグ戦　毎月第１，３，５日曜日
　中央公園野球場、又は新荒川大橋野球場

・板橋野球リーグ
　毎週日曜日　戸田橋野球場、小豆沢野球場ほか

卓球卓球 テニステニス

バレーボールバレーボール

野球野球
北区

杉並区

中野区

・11年度リーグ戦　3/27（日）～ 12月
　東京都内、東京都近郊各地のサッカー場

・第 42回東京サッカー祭典予選
    6/ ５（日）～７/31（日）　

　東京都内、東京都近郊各地のサッカー場

サッカーサッカー

水泳水泳
・みんなが輝く記録会
　7/24（日）　国立競技場室内水泳場

・第 42回練馬スポーツ祭典・第 14回水泳記録会
　第 10回着衣泳講習会
　6/26（日）　光ヶ丘体育館温水プール

板橋区

北区

練馬区

板橋区

・墨田区北斎ゆかりの地　6/1（水）　JR 両国駅集合

・ 山中湖ウォーク　

　6/11（土）　新宿高速バスターミナル集合

・６月例会「町田の公園巡り」　

　6/19（日）　小田急線玉川学園駅集合

・7月例会「上野から東池袋まで」

　7/16( 日 )　JR 上野駅公園口集合

・アプトの道遊歩道を歩く

　7/31( 日 )　JR 池袋駅集合

ウォーキングウォーキング

大田区

スキースキー
・草津担ぎ上げポールトレーニング

　6/4（土）～ 5（日）　

・乗鞍　担ぎ上げポールレッスン   

　7/16（土）～ 18（月・祝）

北区

機関紙・会報いただきました！
・「全国通信」　第 29期№ 4

全国連盟
・「Sports  Net ちば」No．108

千葉県連盟
・「スポーツ文化」　NO.233

宮城県連盟
・「スポーツおおさか」　2011 年４月号

大阪府連盟
・「月刊スポーツ神奈川」　2011 年４月号

神奈川県連盟
・「シーハイル」　No.311
　　　　　　　　シーハイルスキークラブ
・「あすなろう」　第 393 号

ポポロ AC

北区

中野区

板橋区

板橋区

・第８回多摩春季大会
　6/5（日）　狛江市民総合体育館

・第 67回クラブ対抗リーグ戦
　7/16（土）　荒川スポーツセンター

・第１４回夏季高校生オープン
　7/25（月）、26（火）　駒沢屋内球技場

・第４8回板橋春季大会
　6/12( 日 )　東板橋体育館

・春季バドミントン大会　6/12( 日 )　妙正寺体育館

バドミントンバドミントン

板橋区世田谷区

多摩地域

杉並区

杉並区

新宿区

バスケットボールバスケットボール

・杉並春季バスケットバール大会

　5/22, 6/12（日）　永福体育館　大宮前体育館

杉並区

お知らせ
7/9 に開催を予定していた第１３回ナ
イター陸上競技大会は会場が夜間使用
禁止のため中止になりました。

練馬区


