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42.195ｋｍのタスキをつなぐ！！ ～第 3 回ゆりかもめリレーマラソン～

2013 年 11 月 17 日（日）に江東区有明の臨海広域防災公園で第 3 回ゆりかもめリ
レーマラソンが開催されました。昨年はあいにくの雨模様でしたが、今年は晴天ポカポ
カ陽気の中、79 チームが 42.195ｋｍのタスキをそれぞれの思いでつなぎました。今年は
ファミリーの部を新設し、全部で７部門
（今回、中学生の部は参加なし）となり
ました。小さな小学生から 70 歳代の方

公園の芝生でひと休み♪

まで幅広い年齢層の各チーム。ゴールするとチー

の皆さん

ムで胴上げをしたり、仲間同士で称えあっ
たりと 42.195ｋｍの完走をチームみんな
で 喜び合う光景とともに「楽しかった
陸部 by DTM の皆さん

―！！」「また来年も出たい！！」との声が上

がったことは主催者としてもうれしいものでした。また、この大会はサツマイモやじゃがい

の皆さん

も、人参などが箱でもらえるユニークな賞品が特徴の一つで、飛び賞でも箱いっぱいの野菜
が貰えます。飛び賞を告げられチームからは歓声と共に「今日はカレーにしよう！！」という声も聞こえました。来年は 11 月 23 日
（祝）に開催予定です。
一般の部
順位
1
2
3

No.

109
147
142

大会結果

ファミリーの部

チーム名
ＧＩＦＴ ＲＣ
まふね走ろう会
チーム完司

記録
2時間39分34秒
2時間41分57秒
2時間43分40秒

チーム名
陸部byDTM
クリスタルＳＣ☆
大洋にほえろ！

記録
2時間35分11秒
2時間46分04秒
2時間53分28秒

チーム名
塚田Ｊ＆Ｓ

記録
3時間44分54秒

男女混合の部
順位
1
2
3

No.
306
312
314

1

No.
701

1
2
3

No.
602
603
601

チーム名
CALAO
熱血ファミリー
ave37・7

記録
3時間03分11秒
3時間13分09秒
3時間22分20秒

チーム名
ゆいまーる
前のめり

記録
3時間40分12秒
3時間47分38秒

チーム名
神谷ジェットセブン

記録
3時間35分06秒

女子の部

壮年の部
順位

順位

順位
1
2

No.
502
501

小学生の部
順位
1

No.
901

すっかり秋も深まり時には秋を通り越して冬のような寒い日もある今日この頃。第 50 回東京スポーツ祭典の競技も
折り返し地点になりました。今回は東京武道館で行われた空手大会と、黒川海道谷戸から鎌倉街道早ノ道を歩いた東京・
ウォーキングクラブの様子をご報告致します。

個人戦は川村選手の春・秋二連覇！！ 団体戦は尚影塾が優勝！！

～空手競技大会～

第 50 回東京スポーツ祭典空手競技大会が 11 月 10 日東京武道館第二武道場に於いて 14 団体 80 人の参加で開催
された。直前に震度 4 の地震があったが 30 分遅れでスタート。注目の一般男
子有段者の部決勝戦は春と同じ顔触れ。春
は工藤選手が負傷により棄権し川村選
手の優勝となったため、今回が事実
上の決定戦。緊迫した闘いが続く中、
最後は川村選手が得意の上段突きを
決め、春、秋連続優勝を決めた。団体戦
有段男子の部 優勝決定戦

一般男子の部、決勝は常勝の尚影塾と若手

常連の尚影塾のみなさん

中心の照武会との闘いとなる。尚影塾は有力選手の欠場で苦しい闘いとなるも、進境著しい照武会を退け嬉しい優勝と
なった。（五井野良雄）

秋の陽光降り注ぐなか都内の自然を再発見！！

～第 119 回例会 東京・ウォーキングクラブ～

２０１３年１１月1６日（土）東京スポーツ祭典の一環、東京・ウォーキングクラブ主催で東京都後援の「第 1１９回例会・黒川海道・谷戸
から鎌倉街道早ノ道 10 ㎞」が開催され１８名が参加しました。
多摩地域には断片的ながら遠い昔からある古道がいくつか残されています。鎌
倉へ一刻も早く情報を伝えるために早馬を走らせたという「鎌倉街道早ノ道」もそ
の一つです。小田急多摩線はるひの駅南口からスタートし、「黒川海道・谷戸」を経
由し「早ノ道」に入りこみました。この地域は宅地開発に押されながらも谷戸の風

景を残しており、秋の陽光が降り注ぐなか、 稲架掛けのたんぼや畑の大根や菊の花と、参
加者に安らぎをもたらしました。「鎌倉街道早ノ道」は多摩丘陵の尾根を歩く道で、両側
にはまだ自然林が豊かに残っていました。参加者からは「東京都内にこんなにも自然が
残された道があったのか」とか、「多摩地域が一望に見えたりして＜都会の中の多摩＞を
感じました」など、満足だったとの感想が出されました。
とても素敵なウォーキングコースです。みなさんもぜひ一度歩いてみてください。（青嶋繁太郎）

赤羽体育館の早期着工・開設を！！

～北区連盟対区交渉～

北区連盟は 11 月 14 日（木）に区のスポーツ振興課及びスポーツ施策
推進課の課長を含む職員 9 名と区民のスポーツ要望を求める対区交渉を
行いました。区のスポーツ推進計画にスポーツ基本法の精神、理念を取り
入れたものを求めたことや、平成 27 年 7 月頃開設予定の赤羽体育館の入札
状況の確認、早期着工を求めるなど 6 つの基本要求項目と体育館、野球場、
プールなどについての施設改善要求を区側に求めました。またオリンピック
開催で区民スポーツの場が奪われることが無いよう求め、区側も東京都に
要望の声をあげるとの回答を得ました。
（宮内泰明）

北区連盟からは大平理事長をはじめ 11 名が参加

都民の貴重なスポーツ施設を壊さないで ！
オリンピックの東京開催が決まってから、「本当に大丈夫？」という声があふれだしました。
ＩＯＣ総会で委託を受けたものの、ボロボロとほころびがでて、マスコミもそ
して東京都も国も再検討をする始末。ただ、はっきりしているのは、オリンピッ
ク特需とでもいうような大型開発だけが着々と進んでいる様子。
わかりやすいところでは、オリンピックの競技施設や選手村を作るために、
野球場が３か所２２面、テニスコート１４面、プール 1 か所、フットサルコート２面、
陸上競技場１か所が壊されてしまいます。代替え施設の構想は全くありませ
ん。オリンピックの為に市民スポーツが縮小されるというのでは、真のオリン
ピック精神に反するものです。
さらに、体操、自転車、射撃の競技施設の建設費は合計１９８億円となっていますが、これだけ費用をかけて、オリンピック、パラリ
ンピックが終われば取り壊すというのですから、おかしなことです。他の自治体でスポーツ施設が足りないというのですから、調
整をして、施設を都民のために使わせることを考えてほしいものです。
その他、巨大なメインスタジアム、葛西臨海公園の自然を破壊してしまう
など、東京オリンピックの為に負の財産を抱えるようなことは、絶対改めさせ
ることが必要です。
東京都連盟としては、「既存の施設をこわす場合には、代替え施設を必ず
確保すること」「自然や景観を壊す施設計画は変更すること」という請願運
動を進めたいと考えています。
東京オリンピックのおかげで、市民スポーツの価値が高まって、豊かな生活が保障されることが大切です。（萩原純一）

リレートーク

体罰・暴力問題を考える⑦ ～スポーツ界に依然として蔓延る「体罰・暴力・ハラスメント」～

今回は私の指導員仲間の話を取り上げます。
彼は中学校の部活の外部指導員をしています。ある日、彼は礼儀の指導のために、部活の２年生全員を呼んで口頭での指導を
しました。呼ばれた生徒たちは反省を示すため、自ら正座をして指導を聞いたそうです。
後日、体罰問題がメディアに取り上げられ、その学校では生徒アンケートを実施しました。その中に「正座をさせられたことがある
か？」という質問項目があり、ある生徒は「はい」に○をつけたそうです。その生徒は周りの部員が自主的に正座していることを認
識していなかったようです。それがきっかけで、「体罰ではないのか？」という議論が大きくなり、最終的には疑いは晴れましたが、
指導員から外れてしまうという事態に発展しました。
体罰を正当化してしまう指導者も多い中で、生徒のモチベーションに留意しながら能力を最大限に発揮できるよう工夫している
指導者の方がさらに多いと思います。彼もそんな指導員だったそうです。そんな中での今回の一件。非常に悲しい出来事です。
現在、私は中学校２校、高校１校の外部指導員をしております。学校顧問も外部指導員も自分自身の経験や価値観で手探りで
指導しているのが現状です。子どもたちのためにも、指導者のためにも、現場に合った現代社会に合った指導における体罰のガ
イドラインの策定が急務である。私はそう思います。（大八木 祐雅）

東京都連盟スポーツカレンダー 2014 年 1 月～2014 年 2 月
卓球

1/26（日）土支田庭球場

・新宿カルテット（S・D・S）
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
・第 16 回関東オープンダブルス大会
2/26（水）東京体育館

・第 5 回女子男子クラブ団体戦
2/2（日）土支田庭球場
・第２６回 NERIMA CUP
2/23（日）土支田庭球場

バドミントン
・第１０回関東オープン混合団体戦

■板橋区

1/5（日）荒川スポーツセンター

・板橋オープンペアマッチ大会
2/15（土）上板橋体育館

1/11（土）大森スポーツセンター
■練馬区

・中野ダブルス交流大会

・第 7 回練馬冬季大会混合 1~4 部
1/5（日）練馬区立総合体育館

・ダブルスリーグ大会
2/11（祝・火）中野体育館

・第３７回東京競技大会
2/1（土）2（日）舞子スノーリゾート
・関東ブロック初中級者指導員検定会
2/22（土）23（日）志賀高原スキー場

剣道
・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

・第７２回クラブ対抗リーグ戦

■中野区

1/5（日）中野体育館

1/18（土）舞子スノーリゾート

緊急告知 ！ ！
１２月２２日（日）
１ ３ 時～、 日比 谷
野音で原発再稼

■荒川区

動反対行動があ

・在日外国人バドミントン大会

ります。お時間の

■練馬区

1/19（日）荒川総合スポーツセンター小体育室

ある方は是非ご

・新春３ダブルス卓球大会

バレーボール

参加ください。

1/5（日）光が丘体育館

・東京リーグ１月大会

・スポーツ連盟交流大会ＭＩＸ団体戦

1/26（日）東京武道館

2/9（日）中村南体育館

■北区

ランニング

・第 51 回北区スポーツ祭典冬季シニアバレーボール大会

・月例赤羽マラソン
1/26（日）、2/23（日）

詳細は東京都
連盟事務局までお問い合わせください。

編集後記

1/25（土）桐ヶ丘体育館
荒川河川敷

・多摩川ロードレース
1/12（日）、2/9（日）多摩川河川敷

テニス
・新春地域交流団体戦
2/2（日）有明テニスの森公園
・新春オープン大会
2/9（日）有明テニスの森公園

■板橋区
・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
1/19（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 10 回東京水泳フェスティバル
2/8（土）辰巳国際水泳場

■板橋区

野球

・新春男女ダブルス

■板橋区

1/11（土）新河岸庭球場
・壮年ダブルス大会
1/12（日）加賀一丁目公園庭球場
・初・中級者ミックスタブルス大会
2/23（日）徳丸ヶ原庭球場
■練馬区
・第 5 回女子男子クラブ団体戦

・板橋軟式野球大会
2/2（日）、9（日）、16（日）、23（日）
小豆沢野球場

スキー
・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

これから始まる 2020 年東京オ
リンピック。一生に一度、自国で開
催するのかどうかというレアなス
ポーツの祭典です。メディアでは活
躍するであろう学生を中心に取り
上げられているが、良いことばか
りではない。一方では、オリンピック
開催となったがために生活環境を
変えられてしまう人、自然環境の
破壊が進むこともまた事実。国や
東京都がワンサイドで推し進めて
しまうから、開催都市も盛り上がり
に欠けているのではないかと思わ
ずにはいられない。（細野）

