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今年は 50 回目という節目の回となっている東京スポーツ祭典。各協議会から大会情報が届いております。今回は、バドミント
ン、バレーボール、ランニングクラブから届いた大会の様子を掲載します。
荒川・大田から初出場・初入賞 ！

バドミントン大会

～ 稲城市総合体育館 ～

今年は大きな会場がとれず、１０月１２日(２部)と１９日(１部、シニア)の２日間で稲城市総合体育館にて
開催。種目は男子複合、女子複合、混合複合の個人戦です。本大会は各市区の大会の三位以上の選
手および推薦選手だけが出場する、今年のバド協の活動の集大成と言うべき重要な大会です。参加
者は年々増えて、今年は１００組を超えました。
予選大会は、北区、板橋、練馬、新宿、中野、杉並(出場なし)、多摩、荒川、大田、東京春季、高校生
大会。予選大会が多いほど、この大会が内容に富んだものとなるのです。今年の注目はなんと言って
も、新たに荒川、大田から出場した選手が入賞したことです。来年度以降も期待するとともに、他の市
区大会から推薦されたチームの活躍も期待します。（大野）
新戦力が男女ともに初出場・初優勝で制す ！

6 人制男女バレーボール大会

～ 騎西総合体育館（ふじアリーナ）～

10 月 14 日（祝・月）に、第 50 回東京スポーツ祭典 6 人制男女バレーボール大会が、埼玉県加須市騎西体育館で行われまし
た。この大会は、11 月に行われる全国大会の東京都予選になります。今年は都内で会場確保ができず、埼玉で行う事となりま
した。男子は９チーム、女子は６チームの参加があり
ました。結果は、今年度から立ち上げたばかりの新
戦力「Reuters」が男女でアベック優勝しました。全
国大会でも初出場・初優勝を目指して奮闘される
ことを期待します。（細野）

SAYONARA 国立競技場

陸上競技大会

～ 国立霞ヶ丘陸上競技場 ～
2013 年度第 5０回東京スポーツ祭典陸上競技大会が悪天候の中、国立霞ヶ丘競技場に
て開催されました。台風の影響で開催が危ぶまれましたが、前日の予報で台風が少しそれ
たことで開催を決定しました。
降りやまぬ雨の中でしたが、900 名を超えるトラック競技や
フィールド競技の選手に参加いただきました。中高生の選手
も多く参加されていましたが、コンディションが悪く、日ごろの

練習の成果を発揮しきれなかったのでは？と思うと残念でなりません。ただ、ケガもなく無事に大
会を終えることができたのは、携わってくださったみなさんのご協力のおかげです。また、今回の
大会で、現・国立競技場ではラストランとなりました。五輪のメイン会場として建て替え工事をするためです。ただ、来年度以降も
場所を変えて開催しますので、みなさんのご参加をお待ちしています。（佐藤正美）

スポーツ連盟との出会いは中野区の「ボブホワイト」というテニスクラブに入ったのがきっかけとのこと。それから東京テニス
協の会計を１年だけやってほしいと言われ・・・そのまま８年あまり。現在、東京テニス協の中心となって活動する天川有美さんに
お話を伺いました。（宮内泰明）

～東京テニス協の特徴を教えてください～

～今後どのように活動を広げていきたいですか？～

板橋区、北区、練

まずは 12 月 1 日に開催する連盟杯オープン大会を成功さ

馬区、中野区の 4 つ

せたいと思います。そのために過去に出場した全ての方に案

の地域組織と「グリ

内を送り、参加を呼びかけます。東京テニス協は宣伝方法が

ーンテニスクラブ」

上手くできていないので、インターネットの活用など告知方法

「ＪＡＭ」の 2 つの直

を改善し大会参加者を増やしていきたいと考えています。ま

属クラブで構成され

た昔？は東京テニス協の運営スタッフとなる理事が沢山いま

ています。春季スポ

7 月に行われた軽井沢での合宿

したが、今は 4～5 名に減り少し寂しい状況です。組織活性化

7 皆で太極拳の実技講習
ーツフェステバルや東京スポーツ祭典などの主要大会は有明

のためにも、一緒に運動を大きくしていく仲間を増やし東京

テニスの森公園で開催し、多摩地域でもオープン大会を開催

テニス協理事会も活発に活動できる体制にしていけたらと考

しています。今年は数年ぶりに東京テニス協主催での合宿も

えています。理事はいつでも募集中です！！

復活し、お互いの技術アップや交流も行っています。テニス協

天川有美（あまかわゆうみ）さん

へのクラブ加盟や各種大会への参加は誰でも喜んで迎える

中野区で活動。現在、色々とご多

体制で、敷居はとても低いことが特徴です。

忙で、テニスのプレーは 1 年に 1

～活動を行っている上で悩みや課題はありますか？～

回程度とのこと。冬はスキーを楽

所属する 4 つの区連盟では、独自で大会開催も行っており、

しむスポーツウーマン

その運営もあって東京テニス協とのかかわりがやや少なくな
っている点が悩みです。今後は各区連盟との関係を強くして
いきたいと考えています。そのためにも各区の代表を集めて
意見交換する場を設けるなど交流を深めて、風通しの良い東
京テニス協にしていきたいと考えています。昨年末と今年の
7 月に全体に呼び掛けて合宿を行ったことは、地域組織との

交流を持つ場として少し前進したと思います。

参加者募集！！
連盟杯オープンテニス大会
日にち 2013年12月1日（日）
場所
有明テニスの森公園
種目
男子シングルス
女子シングルス
混合ダブルス
どなたでも参加できます。
沢山の方のお申込みお待ちしています。

2013 年 10 月 19 日（土）に関東ブロック会議を東京都連盟の
会議室にて開催いたしました。神奈川から石川理事長、千葉から
浅沼理事長、金子事務局長、埼玉から北川理事長、関口事務局
長、東京は萩原理事長と宮内が参加しました。会議では 2020 年
東京オリンピック問題について意見交換が行われ、オリンピズム
の発展、国民スポーツ発展となるようなオリンピックになるよう運
動をしていくことを確認しました。来年の 8 月 30 日（土）～8 月
31 日（日）に関東ブロックセミナーを開催することを決め、開催場
所や内容は今後議論していきます。茨城県連盟立ち上げについ
ては引き続き結成に向け関係者との調整を行っていきます。ひろ
ばの普及は関東ブロックであと 50 部の増誌に向け取り組むこととしました。東京都連盟で毎月第３金曜日に反原連の官
邸前集会へ参加しておりますが、神奈川、千葉、埼玉県連盟へも参加を呼びかけることとしました。（宮内泰明）

２０１３年９月２８日（土）～２９日にかけて岩手県盛岡市のつなぎ温泉「ホテル
大観」にてスポーツセミナーin 岩手が開催され、東京都連盟からは 10 名が
参加しました。１日目集合前に盛岡総合プールでひと泳ぎし、盛岡のプール
を視察！？昼食はプール脇の地元で有名な「熊さん食堂」へ。Ｈ氏とＩ氏はとん
かつ定食ごはん大盛を注文したところ、「どんぶり」に他のお客さんも注目
するほどの「これでもか！」と言うご飯が！！大食いのＨ氏もさすがに怖気づき
普通盛りに変更。前置きが長
くなりましたが、そんな楽しい昼食後、大観に到着。早速、富士大学教授の
高橋薫氏の講演。大学野球の上位常連校の指導者として
の考え方、生徒との接し方などとても温かい人柄が伝
わりました。講演が終わり私は卓球へ。ベテランばか
りの錚々たる顔ぶれの中、超初心者の私。萩原さん、
和食さんからご指導いただき多少形になったかな。
皆さん本気でプレー（卓球）

スマッシュが決まると気持ちがいいものです。あっと

いう間に時間が経ち、宿へ。源泉かけ流しの広々！！しかも色々なお風呂が楽しめる温泉で汗を流
し夜の懇親会へ。岩手県連盟の瀬川悦司さんの震災体験談にはその時の情景が浮かび胸の詰ま
る思いで聞きました。「盛岡さんさ」を楽しみながらいつもの如くお酒も進み、岩手県連盟の方々とも

交流会での盛岡さんさ

交流することができました。交流会が終わるころ、慣れない卓球で力いっぱいビシバシ打ち
込んだためか、ギックリ腰気味に。歩行がやや
困難になるも大阪テニス協の志賀さんに応
急処置をしていただき２次会会場（カラオケ）
へ。７名が思い思いに熱唱。神戸の山下さんご
盛り上がったカラオケ

馳走様でした。翌日は前日のお酒が残ることも無

く、おなか一杯朝食をいただき、セミナー最後の講義へ。立身正信氏の講演と
太極拳実技。太極拳は身をもって体験することができ貴重な時間でした。中で
もインナーマッスルのストレッチでは、驚くほど体が柔らかくなったことに会場全

皆で太極拳の実技講習

体から感嘆の声が上がりました。最後に来年開催予定の全国スポーツ祭典のスローガンが「スポーツ 絆と平和 フェアプ
レイ」（萩原案）に決まりセミナーは盛況のうちに終了しました。色々と準備等して頂きお世話になった岩手県連盟の皆さん
にこの場を借りて御礼申し上げます。（宮内泰明）
リレートーク

体罰・暴力問題を考える⑥ ～スポーツ界に依然として蔓延る「体罰・暴力・ハラスメント」～

公式戦のさなか、チームメイトの面前で平手打ち。キャプテンであった彼は、自ら命を絶ちました。体罰というのは、こん
なにも彼の自尊心を傷つけ、死を持って抗議せざるを得ない状況にしたのだと思うと、何ともやり切れません。
私は小学校に勤めておりました。課外クラブのサッカーの大会で負けてしまった子どもたちに、「悔しいか。悔しいな。でも
良かったろう、試合ができたんだから。○○君、点にはならなかったけど、いいパスだったよなあ。」と Y 先生は語りかけてい
ました。
試合は、勝った試合よりも負けた試合の時の方がたくさんの教訓を引き出すことができる。負けた試合であっても、その
中にすばらしいプレーがあったことを皆の前で確認することが大事だと思います。不十分なプレーを叱るのではなく、よく
頑張った点をきちんと褒めてやることが大事。叱られるよりも、褒められることによって人は伸びていきます。
「大人だって、褒められると嬉しい。」大人相手に指導をしている時でも、褒めることを心掛けています。スポーツ界で、体
罰のことが真剣に論議されていることに意を強くします。（佐藤正男）

東京都連盟スポーツカレンダー 2013 年 12 月～2014 年 1 月
卓球

1/26（日）土支田庭球場

・男子シングルスＰリーグ、女子ＡＢＣ＝ＸＹＺ
12/11（水）世田谷区総合運動場体育館
・ＡＢＣ＝ＸＹＺ団体戦

バドミントン
■北区
・第 50 回北区スポーツ祭典男・女Ｄ1～3 部

12/21（土） 柴崎体育館
・新宿カルテット（S・D・S）

12/23（祝・月）桐ヶ丘体育館
■板橋区

1/12（日）新宿スポーツセンター
・第 5 回町田オープンダブルス P リーグ
1/28（火）町田市立総合体育館

・板橋スポーツ祭典高校生オープン大会
12/24（火）・26 日（木）上板橋体育館
■新宿区

■板橋区

・第 32 回新宿団体リーグ戦混合団体戦１～４部

・板橋オープン団体戦大会

12/23（祝・月）新宿スポーツセンター

12/7（土）上板橋体育館
■中野区

・第 7 回練馬冬季大会混合 1~4 部

・中野ダブルス交流大会

1/5（日）練馬区立総合体育館

1/5（日）中野体育館

■荒川区

■練馬区

・高校生オープンミックスバドミントン大会

・新春３ダブルス卓球大会
1/5（日）光が丘体育館

・第５０回東京スポーツ祭典剣道大会
1/19（日）東京武道館 第二武道場

野球
■板橋区
・板橋軟式野球大会
12/1（日）8（日）15（日）小豆沢野球場

スキー
・テクニカルフェスタ第 1 回指導員研修会
12/21（土）～23（祝・月）志賀高原
・越年スキー
12/29（日）～1/3（金）岩手八幡平スキー場
・かたしなレーシングキャンプ
1/11（土）～13（祝・月）かたしな高原
・ポールトレーニング
1/18（土）舞子スノーリゾート

12/28（土）荒川総合スポーツセンター小体育室
・在日外国人バドミントン大会

ランニング

1/19（日）荒川総合スポーツセンター小体育室

・第 12 回検見川クロスカントリー
12/15（日）千葉 東大クロカンコース
・月例赤羽マラソン
12/22（日）1/26（日）

■練馬区

剣道

荒川河川敷

・多摩川ロードレース
12/8（日）1/12（日）

編集後記
2020 年東京五輪決定からはや

ウォーキング

2 か月。先日建築界の重鎮らが新

・第 120 回例会 多摩丘陵と雑木林を歩く

国立競技場建設に対して異議を

12/21（土）小田急線よみうりランド駅北口改札

唱えるシンポジウムを開催し、会

■荒川区

場に入りきらないくらいの大盛況

・筑波実験植物園で冬の植物を観察しながら歩こう。

であった。内容は神宮外苑、内苑

12/14（土）つくば駅改札口

の歴史的背景を無視するととも

バレーボール

に、景観を破壊してしまうことや、

テニス

■北区

デザインのコンペが粗雑なもので

・連盟杯オープン大会

・バレーボールリーグ戦冬季大会

あったとのこと。ＩＯＣに提出した招

国立市多摩川河川敷

12/1（日）有明テニスの森公園
■北区
・第５１回秋季大会シングルス（男女）
12/8（日）桐ヶ丘体育館
■板橋区
・秋季レディース大会
12/15（日）加賀一丁目公園庭球場
・新春男女ダブルス
1/11（土）新河岸庭球場
■練馬区
・第 5 回女子男子クラブ団体戦

12/22（日）桐ヶ丘体育館
・第 51 回北区スポーツ祭典冬季シニアバレーボール大会
1/25（土）桐ヶ丘体育館

致ファイルには開催期間中の気候
をはじめ問題点ばかり。新旧の招
致推進者が沐猴而冠（もっこうじ

■板橋区

かん）なら招致ファイルも同様か。

・板橋スポーツ祭典レディースバレーボールオープンリーグ

（宮内）

12/8（日）赤塚体育館
・ミックスバレーボールオープンリーグ
1/26（日）赤塚体育館

水泳
・第 14 回中長距離大会
12/22（日）辰巳国際水泳場

