
 

 

 

 

 

 

 

11 月 23日（祝）に第 2回目となった「ゆりかもめリレーマラソン」が、東京臨海広域防災公園内で雨が降る中行われ

ました。参加申込みは昨年を大幅に上回る 155 チームとなりましたが、あいにくの雨ということもあり辞退するチームも

出てしまいました。来年は好天の中、みなさんが走れることを期待します。今大会の記録は、一般の部は「ミラコスタ」が

優勝し、タイムはダントツの 2時間 03分 31秒で昨年の記録を更新する結

果となりました。そして、唯一の中学生チーム「Noms ジャーニー」は全体の

第 2 位でフィニッシュを決め、タイムは 2時間 21分 45秒でした。最後に、

大会の運営に携わっていただいた役員のみなさん、雨の中、ご協力いただ

きありがとうございました。 
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サザエさん？の仮装で参加してくれました。 

激走するミラコスタの選手 

周回記録を行っている役員の皆さん 

各部門の記録 
 
一般の部 

1位 ミ ラ コ ス タ  2゜03′31″ 
2位 AC 日 下道 場  2゜25′16″ 
3位 高輪駅伝倶楽部  2゜25′59″ 

 
男女混合の部 

1位 s u s h i  １  鹿  2゜28′32″ 
2位 チーム矢 野 バーガー  2゜49′12″ 
3位 京 葉 ガスランナーズ  2゜52′55″ 

 
壮年男子の部 

1位 T O R Y 組 A  3゜29′08″ 
  
女子の部 

1位 s u s h i  １  蝶  3゜25′10″ 
2位 T O R Y 組 B  3゜33′11″ 

 
中学生の部 

1位 Noms ジャーニー  2゜21′45″ 
 
小学生の部 

1位 の う み そ J r  2゜50′26″ 
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東北復興支援第 29 回全国スポーツ祭典では、11 月３日の水泳大会と 11 月 11 日の陸上競技大会を東京都内で

行いました。大会を盛り上げるべく、早朝から都連盟理事の皆さんが、参加される選手を歓迎するため奮闘しました。 

11月 3日（祝）に辰巳国際水泳場にて第 33回全国年齢別水泳大会兼第

28 回東京年齢別水泳大会が開催されました。10 都県から 884 名が参加し

個々日頃の練習の成果を競い合いました。東京都連盟の理事会とて、東京

会場の全国祭典を盛り上げるべく、正面入り口に歓迎の横断幕とのぼり旗

を用意し、開門時には参加選手の歓迎

を行いました。また施設内に東京都連

盟の活動を紹介するブースを設け、多

くの選手に都連盟の活動内容をアピール

しました。併せて「ひろば」の宣伝も行い、用

意した宣伝紙は昼過ぎには無くなってしま

うほど関心が高いものでした。

運営もスムーズに行われ、大

会記録が多数（58）出るなど、

レベルの高い充実した大会となりました。また、91歳の男性スイマー

が 2 名出場され、選手、観客、大会役員と、会場が一体となって声

援を送り、見事完泳すると盛大な拍手が沸き起り、会場を沸かせて

いたことがとても印象的でした。（宮内） 

  

11月 11日（日）に陸上競技の聖地、国立霞ヶ丘競技場で第 29回全国ス

ポーツ祭典陸上競技大会が開催されました。3.11 東北大震災で被害にあっ

た、岩手、福島、宮城の3県から36名の選手を招待して参加いただいたほか、

22 都府県から勝ち抜いてきた総勢 700 名の選手によって競技が行われまし

た。この大会で東京都連盟は、選手を歓迎するために千駄ヶ谷門の通路にの

ぼり旗を立て、入場してくる選手

にチラシを配布して歓迎を行いま

した。また、競技場の観客席に東京都連盟の活動を写真で掲載し PR を行

いました。競技も終盤に差し掛かってきたころ、雨がぽつぽつと降りはじめて

きましたが、そんな雨にも負けず、今大会では 7つの種目で合計 10個の大

会記録が誕生しました。（細野） 

活動 PR掲示板 

活動 PR掲示板 選手たちへ祭典チラシ配布 
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東京都連盟の空手大会・剣道大会 ～第 49回東京スポーツ祭典～ 

 東京武道館第二武道場にて 10月 28日（日）に空手大会、11月 10日（土）には剣道大会が開催されました。 

空手大会は小学生の低学年から大人まで幅広い年齢層から 65 名が参加しました。団体戦では常連の徳心会

が小学、中学の部で尚影塾が一般の部で優勝しました。 

 剣道大会は初参加の大学や成人団体があったことで参加者が85名と例年より多く大会は大いに盛り上がり

ました。個人戦、団体戦ともにリーグ戦からトーナメントに進む方式のため、参加選手は沢山の試合が出来るた

め満足の声が上がっていました。 

 

 

 

東京都連盟 理事会 

 東京都連盟は、宇都宮けんじ候補を支持し、「人にやさしい東京」の実現めざして全力で活動します。 

 新日本スポーツ連盟東京都連盟理事会は、再び革新都政を実現し、都民スポーツの発展を実現させることを期し

て、今回、４つの柱「誰もが人らしく生きる町」「脱原発を東京から」「子どもたちのための教育の再建」「憲法がいき

る東京に」を掲げて立候補した「人にやさしいつくる会」の宇都宮けんじ候補への支持を表明します。 

 これまで、石原知事のもとで、東京都のスポーツ行政は、予算が削られ、スポーツ施設は、都道府県のなかでも人

口比では４７番目だというのにそれを改善する意思も示さない。 

都内に４７０００を数える都民の自主的なスポーツクラブは、練習会場も確保できずに活動が中断してしまう事態が

あっても何も施策を講じない。スポーツ団体への補助金支出でも、公正な基準がないまま東京都体育協会には７億

円も補助金が支出されているのに、スポーツ連盟が主催する東京スポーツ祭典の補助金は、わずか２８万円の支出

もカットしてしまい、公正な補助金基準の策定を要求してきましたが、これも全く施策を講じない。 

一方で、東京都のスポーツ行政は、２０１１年に世界体操選手権を誘致し、4 億７０００万円もの資金提供をし、東京マ

ラソンも大きなイベントとして開催するなど、イベント偏重の予算執行を繰り返しています。その極めつけは、２度にわ

たる「オリンピックの東京招致」のトップダウン決定です。しかも、オリンピックに名を借りて大型開発をやろうとするも

ので、オリンピック本来の目的を逸脱するものと言わざるを得ません。そして、行きづまっての突然の知事職の投げ

捨て、国政にうって出るという無責任ぶりです。 

しかし、こうした「最低」の東京都のスポーツ行政を変える絶好のチャンスがやってきました。都知事選では、「人に

やさしい」ことが本当は、強いことだという信条をもって、「年越し派遣村」の村長など貧困との闘いの先頭にたち、

行動力・説得力を有している前日弁連会長の宇都宮けんじさんに東京都知事になってもらうことです。宇都宮さん

は「都民、みんなの声に耳を傾けて、『東京の難問』の解決をはかると公約しています。 

このような姿勢は、多くの都民の共感を得つつあります。宇都宮さんを支持する政党は、共産党、社民党、国民の

生活が第一、緑の風、生活者ネット等々、相次いで広がっています。他の政党でも民主党の元党首菅直人氏も支持

を表明するなど、この東京では、都民の側の共同勢力が急速に広がっています。 

スポーツ連盟に加盟している地域組織、種目組織、そしてすべてのクラブと会員の方々が、東京都連盟のこのア

ピールに応えて、東京都知事選挙への基本的な態度として、宇都宮けんじさんへの支持を要請するものです。 

なお、スポーツ分野で選挙活動をする母体として「人にやさしい東京をつくる・スポーツの会」を結成して、選挙活

動を行うこととします。また、会員みなさんの個人の意向が自由であることは、憲法に保障されていることを合わせ

て表明します。 
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東京都知事選挙 12 月 16 日（日）～新日本スポーツ連盟東京都連盟として～ 



 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2013 年 2 月～2013 年 3 月 
 

卓球                     

・東京リーグ後期 女子 7・8部 

  2/1（金）東京武道館 

・ハローレディース/ダブルス大会  

2/20（水）東京武道館 

・ABC=XYZ団体戦 

  2/23（土）荒川スポーツセンター 

・中高生大会 

  3/30（土）東京武道館 

・ABC=XYZ団体戦 

  3/31東京武道館 

■練馬区   

・練馬区連盟交流MIX団体戦 

  2/10（日）中村スポーツセンター 

■杉並区    

・男子大会 

2/24（日）高円寺体育館 

■中野区    

・中野ダブルスリーグ 

  2/11（祝）中野体育館 

・中野春季団体戦 

 3/24（日）中野体育館 

■大田区   

・第 6回のりのり大会 

 2/13（水）大森スポーツセンター 

■多摩地区 

・多摩MIXペアマッチ 

  2/16（土）柴崎市民体育館 

・多摩ジュニア大会 

  3/29（金）泉市民体育館 

陸上競技                    

・月例多摩川ロードレース 

2/10（日）、3/10（日）多摩川土手 

河川敷 

・月例赤羽マラソン 

2/24（日）、3/24（日）荒川河川敷 

 

 

 

 

テニス                    

・地域交流団体戦 

 2/3（日）有明テニスの森公園 

・新春オープンテニス大会 

 2/17（日）有明テニスの森公園 

■板橋区    

・新春ミックスダブルス大会 

2/25（土）新河岸テニスコート 

・壮年ミックス団体戦 

3/10（日）新河岸テニスコート 

・男女シングルス・MIX団体戦 

  3/24（日）新河岸テニスコート 

■練馬区   

・第 4回男子・女子・クラブ団体戦 

2/3（日）土支田テニスコート 

■中野区    

・新春テニス交流会 

3/10（日）上真田テニスコート 

バドミントン                

・第 9回関東オープン団体戦 

  2/17（日）駒沢公園屋内球技場 

・第 9回多摩春季大会 

  2/24（日）青梅市民総合体育館 

■新宿区   

・第 28回新宿春季大会 

3/20（祝）新宿スポーツセンター 

■北区   

・第 50回北区スポーツ祭典高校生大会 

3/28（木）、29（金）滝野川体育館 

ウォーキング              

・第 110回例会 

渋谷から代官山を歩く 

2/16（土）ハチ公前 9時 45分集合 

バレーボール              

・バレーボール男女リーグ戦（第 2日目） 

  2/16（土）東京武道館 

 

 

 

 

・バレーボール男女リーグ戦（第 3日目） 

  3/24（日）東京武道館 

■北区    

・第５０回北区スポーツ祭典シニアバレーボール大会 

2/2（土）桐ヶ丘体育館 

水泳                     

・東京水泳フェステバル 

3/29（金）上板橋体育館プール 

サッカー                  

■北区    

・サッカーリーグ戦 

2/3（日）、2/10（日）、2/17（日） 

荒川サッカー場 

バスケットボール            

■杉並区    

・杉並リーグ 

2/17（日）十条台小体育館 

スキー                    

・第 36回東京競技大会（東京祭典） 

   2/1（日）～2/3日（火）舞子スキー場 

 

 

第 29回全国スポーツ祭典

は全国各地で行われていま

す。今回は東北復興支援と

いうことで、各地域での参

加費の一部が東北の選手

を支援する活動に充てられ

ています。大会に参加する

ことで東北の選手とつなが

っているような気がします。 

（小林） 

編集後記 

♪♪東京都勤労者スキー協議会から越年スキーのお知らせ♪♪ 

20１２年１２月２９日（土）夜～２０１３年１月３日（木）朝  参加費 55,000円（3泊 8食、往復交通費、イベント代、スクール代、交

流会代、傷害保険料含む） ご家族、友人お誘い合せの上、奮ってご参加下さい。詳細は東京スキー協議会まで。 
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