
 

 

 

 

 

 
 

理事長  萩原 純一 

 

OURSPORTS東京の新年号発刊にあたって、みなさんと共

にこの一年間の東京都連盟の活動を振り返り、新たな年の初

めに、勇躍前進するための目標を考えたいと思います。 

東京都連盟のスポーツ活動は、この一年も大変元気でした。

各種目でたくさんのスポーツ愛好者の要求にこたえた活動を

展開してきました。ラン

ニング関係では、月例マ

ラソンや陸上競技会な

ど、どの大会も参加選

手が一杯というほど期

待が寄せられています。その他、卓球、水泳、ウォーキング、バド

ミントン等、次々いろいろな活動を展開しています。このことは、

都民とスポーツ愛好者がスポーツ連盟の旺盛なスポーツ活動

に期待を寄せていること

の現れです。その意味で、

東京都連盟はスポーツ活

動を展開していくことに

大いに確信を持たなけれ

ばなりません。 

原点は、都民とスポーツ愛好者のスポーツ要求に広く応え

ること。そして、スポーツ連盟の活動に参加する愛好者を増や

すことにあります。 

東京都連盟は、２０１６年４

月に５０周年を迎えます。そう

した長い活動の歴史を顧み

ながら、今年も勇躍前進の

第一歩を踏み出そうではあ

りませんか。 

昨年は、２０２０年のオリンピックの東京開催が決まりました。

多くの都民やスポーツ愛好者のオリンピックに期待する思い

が実った形ですが、一方で、東京開催が決まっちゃったという

ことで、これで本当に世界から期待されるオリンピックができ

るのかという不安の声がメディアを通してたくさん聞かれるよ

うになりました。メインスタジアム構想には、神宮外苑の全体

的な景観や自然環境を壊すという異論が持ち上がり、カヌー

競技場が葛西臨海公園の自然を壊して建設されることにも

日本野鳥の会をはじめ多くの自然保護団体から異論が出さ

れています。 

更には既存のスポーツ施設が壊されて競技施設が作られる

ことには、オリンピックで私たちのスポーツ施設が取り上げら

れてしまうことへ猛烈な

異論がだされるなど、問

題は山積み。挙句に開催

都市の猪瀬知事は５０００

万円もの汚れたカネにま

みれて辞任に追い込まれるという落ちがついてしまいました。 

今年は新年早々に都知事選挙となりますが、今度こそ、都

民スポーツを大切にすることができる都民本位の政治を実現

できる知事が選ばれる

ことを期待しましょう。

そして、世界のあらゆる

紛争をなくし平和に貢

献するオリンピック・パ

ラリンピックの開催、人類の調和のとれた発達と可能性への

挑戦、あらゆる民族の友好を深めるオリンピック・パラリンピッ

クを開催することを目指すことができる知事を誕生させましょ

う。オリンピック・パラリンピックが終わった後に、都民スポーツ

の発展のために環境が整備されるという都民の期待に応え

うるオリンピック・パラリンピックになるようにこの知事選挙に

託そうではありませんか。 

１月２５日には、評議委員会が予定されています。そこでは大

いに議論を深め、各種目組織、地域組織が一年の活動の目

標を明確にして、生き生きと活躍されることを期待しています。
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ゴール直前の上田選手 

 

２０１３年１２月１５日（日）、千葉県内にある東京大学検見川総合運

動場にて、東京ランニングクラブでは今年最後の大会となる第１２回

検見川クロスカントリーが、晴天の中開催されました。中高生を含め、

500名を超える選手のみなさんに参

加いただきました。 

この施設は、クロスカントリー以外

にも、ラグビー、サッカー、野球、テニスと、いろいろなスポーツが楽しめる場所となっています。ただ、

学生が最優先なので、大会が間近に迫ってからの募集となるため、毎年参加者募集に苦労する

ところです。 

コースはアップダウンのある芝生の中で行われる

ため、足に優しくフルマラソンの練習にも最適です。今

年も、ロンドンオリンピックトライアス

ロン女子日本代表の上田藍選手が

参加し、10ｋｍ一般女子の部で大会６

連覇と自身の大会新記録も３７分 03

秒へ塗りかえる活躍を見せました。そ

の他、10ｋｍ壮年男子の部 40 歳以上と同 60 歳以上の両部門、5ｋｍ一般男子の

部でも、大会新記録が生まれました。 

東京ランニングクラブは、クロスカントリーの良さをたくさんの方に知っていただ

くため、今後もこの大会を継続していきますので、みなさんの参加をお待ちしてい

ます。（佐藤正美） 

 

水泳愛好者の声に応えた大会を今年も開催！ 

競技として中・長距離に挑む機会が欲しいとの要求にこたえて開催されたこ

の中長距離大会も今年で 14 回を迎えました。効率や採算などの問題でこのよ

うな大会が少なくなっている中で、私たち東京水泳協議会は続ける努力をして

います。 

1レースが最長 50分ほどかかります。どうしたらより良いものになるのか、まだ

まだ検討しなければなりませんが、参加選手のみなさん

にも計時協力をしていただき、参加者・役員全員でこの

大会を盛り立てています。いつの大会もそうですが、協

力してくださる役員の方（参加団体からも）には、本当に

感謝しています。 

東京オリンピックに向けての新国際水泳場建設の動

向など、今後の私たちの活動にどのように影響していく

のか気になるところではありますが、水泳愛好者の要求

にこたえるべく、努力を今後とも続けていきたいと思います。（穴原康子） 

Ｂ　10ｋｍ壮年男子（４０歳以上）の部
順位 ナンバーカード 氏名 所属 記録 備考

1 1289 國島　正弘 きみちゃんずＢ 36’34” 大会新

2 1264 風祭　正樹 練馬区 36’43” 大会新

Ｃ　10ｋｍ壮年男子（６０歳以上）の部
順位 ナンバーカード 氏名 所属 記録 備考

1 1301 多々良　貢 NAS行田公園 45’47” 大会新

2 1319 長谷川　正哉 千葉市 46’14” 大会新

3 1327 中島　裕 稲毛インター 46’42” 大会新

Ｄ　10ｋｍ一般女子の部
順位 ナンバーカード 氏名 所属 記録 備考

1 1411 上田　藍 稲毛インター 37’03” 大会新

Ｅ　５ｋｍ一般男子の部
順位 ナンバーカード 氏名 所属 記録 備考

1 5037 井上　一成 八千代市 17'10" 大会新

2 5028 藤田　黎士 栄光学園 17'15" 大会新

3 5033 藤原　拓也 柏井高 17'24" 大会新

4 5035 細川　友規 柏井高 17'26" 大会新

5 5027 鈴木　滉生 栄光学園 17'27" 大会新



リレートーク  体罰・暴力問題を考える⑧  ～スポーツ界に依然として蔓延る「体罰・暴力・ハラスメント」～ 

競技場 影響

テニスコート 49面⇒35面に 改修によりコート減少

野球場 6面減少

テニスコート 8面使用不可

野球場 12面使用不可

陸上競技場 使用不可

野球場 2面減少 選手村建設のため

プール 廃止

フットサルコート 廃止

文化学習施設 廃止？

体育館 建て替え

減少・廃止理由

ＢｕｍＢ（東京スポーツ文化館）

大井ふ頭中央海浜公園 ホッケー会場建設のため

馬術会場となるため

BumＢは取り壊し
バドミントン、バスケット場を建設

有明テニスの森

晴海運動公園

主なスポーツ施設

夢の島野球場

夢の島陸上競技場

一昔前は、言っても分からない子ども（生徒）には、殴って分からせる。家庭での子育ての場面でも、学校などの教育の場面で

も、親や教師が当たり前のように教育の一環として、その手法を取り入れていました。怖いと思わせることで、大人と子供の上下

関係をつくり、秩序を保ち支配してきました。私もどちらかというと殴られて育ったひとりです。 

 しかし時代が変わり、回りの取り巻く環境も変わったのもありますが、なにより今の子供たちは暴力では育たない、心には響か

ない、かえって深い心の傷を負うことになることも多い。子どもたちの心の本質が、私たちの子どもの時代と変わったことに気

付かなくてはいけません。殴って育ててきた世代と殴られて育ってきた世代、一方で暴力無しで育ってきた世代の両方が混在して

いることで、問題が表面化してきているのだと思います。 

 一方、教育の現場に目を向けると、体罰は、一時的には手っ取り早い教育効果のあがる手法だと思われている。（当然ですが

体罰を肯定しているものではありません）すなわち、教育現場は以前にも増して忙しく、仕事の量も多い、教員

ひとりひとりにも余裕がなく、成果も求められる。そんな状況だからこそ、手っ取り早く効果があがると勘違い

する手法の体罰を授業や部活動の場面で用いてしまう教員が多いのかと考えています。 

今学校現場では、体罰に関するアンケートや罰則の強化、研修などの啓発が、毎日のように行われています。 

しかし本当に教育現場から体罰をなくすのであれば、教員のゆとりを増やし、時間的にも精神的にも余裕を

もって生徒ひとりひとりと向き合えるようにしない限り、体罰根絶はあり得ないと思っています。（東京ＲＣ 根岸清和） 

 

 

 

 2013 年 11 月２９日（金）に開催される都議会第 4 回定例会を前に都庁第

一庁舎前にて都議会開催日行動が行われました。 

猪瀬都知事（当時）の徳洲会からの贈収賄疑惑で波乱が予想される注目

の都議会前ということもあり、都庁周辺にはマスコミ各社や他団体の街宣

活動で、いつもとは違った雰囲気の中での開催日行動となりました。各団体

から 250人が集まり、決意表明として４団体が演壇に登場しました。 

東京オリンピック開催ついて、萩原理事長が演壇に立ち、多くの問題点を

聴衆に訴えました。そのなかで、スポーツは人権として保障されなければなら

ず、オリンピズムの根本原則に従った開催が大前提であり、オリンピックを大型開発に利用しようとすることは許されないと述べ

ました。また葛西臨海公園の自然環境を破壊してカヌーの競技場を作ること、都民には知らせずに数少ないスポーツ施設を壊し

て競技施設を造ることへの問題点を指摘しました。予算面では臨海部に建設予定の競技施設や選手村について、液状化対策

費が盛り込まれていないことを述べ、さらに莫大な費用が見込まれることが予想され、この液状化対策費が将来、都民の負債

となりかねず、オリンピック開催で都民のくらしが苦しくなるのでは本末転倒であると厳しく糾弾しました。 

最後に、都民、国民のスポー

ツする環境が圧倒的に広がり、

オリンピズムの発展に寄与でき

るオリンピックとなるように強

く訴えるとともに、開催準備で、

震災の復興、福島の原発事故

の収束が遅れることはあって

はならないと締めくくり、聴衆

からは大きな拍手があがりま

した。（宮内泰明） 

これでいいのか！？2020年東京オリンピック！！  ～都議会開会日行動～    

オリンピック開催で影響する主なスポーツ施設 



東京都連盟スポーツカレンダー 2014 年 2 月～2014 年 4 月 

 卓球                    

・第 16回関東オープンダブルス大会 

 2/26（水） 東京体育館 

・ＡＢＣ＝ＸＹＺ団体戦 

 3/22（土） 東京体育館 

・中高生大会 

 3/26（水） 東京武道館 

・中高生大会 

 3/31（月） 東京体育館・東京武道館 

・男子だけのシングルス大会 

 4/19（土）荒川スポーツセンター 

・プログレスリーグ 

 4/24(木) 駒沢体育館 

・東京リーグ 

 4/29（火） 東京武道館 

■板橋区    

・板橋オープンペアマッチ大会 

2/15（土） 上板橋体育館 

・レディースペアマッチ 

 3/8（土） 小豆沢体育館 

■中野区   

・ダブルスリーグ大会 

 2/11（祝・火） 中野体育館 

・春季団体戦 

 3/23（日） 中野体育館 

■練馬区   

・スポーツ連盟交流大会ＭＩＸ団体戦 

 2/9（日） 中村南体育館 

■北区   

・第 51回北区スポーツ祭典 ＡＢＣ＝ＸＹＺ 

 団体戦 

 3/1（土） 桐ヶ丘体育館 

■新宿区  

・ＡＢＣ＝ＸＹＺ団体戦 

3/9（土） 新宿スポーツセンター 

 ランニング               

・月例赤羽マラソン 

2/23（日）、3/23（日） 荒川河川敷 

・ふれあい赤羽駅伝 

 4/27（日） 荒川河川敷 

 

・月例多摩川ロードレース 

2/9（日）、3/9（日）、4/13（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    

・初・中級者ミックスタブルス大会 

2/23（日） 徳丸ヶ原庭球場 

・ミックスダブルス 

 3/8（土） 加賀庭球場 

・壮年団体ミックスダブルス 

 3/23（日） 新河岸庭球場 

■練馬区    

・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）、3/1（日） 土支田庭球場 

 バドミントン               

・合同練習会 

 3/7（金） 東京体育館サブアリーナ 

■新宿区   

・第 29回新宿春季大会 

3/21（金） 新宿スポーツセンター 

■北区   

・北区スポーツ祭典高校生オープン大会 

 3/27（木）、3/28（金） 滝野川体育館 

■荒川区  

・第 2回荒川春季団体戦 

 4/12（土） 荒川スポーツセンター 

 バレーボール             

・東京リーグ 3月大会 

 3/16（日） 東京武道館 

■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 

2/2（日） 赤塚体育館 

3/2（日） 小豆沢体育館 

・ミックスバレーボールオープンリーグ 

 3/30（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   

・第 2回板橋水泳フェステバル 

3/27（木） 赤塚体育館 

ウォーキング                     

・第 122回例会 

 ゲートブリッジ＆オリンピック予定地巡り 

 2/15(土) 葛西臨海公園集合 

野球                     

■板橋区   

・板橋軟式野球大会 

2/2（日）、9（日）、16（日）、23（日） 

小豆沢野球場 

3/2（日）、9（日）、16（日）、23（日）、 

30（日） 戸田野球場 

 スキー                   

・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 

・スノージャンボリー2013 

 3/21(金)～23（日） 志賀高原スキー場 

 

 

季節があっという間に

冬へと変わり、ウィンター

スポーツの便りも届くよ

うになりました。先日、ソ

チ五輪（フィギュアスケー

ト）代表が選考されました

が、以前よりは曖昧さが

無くなりました。高橋選

手が選ばれ嬉しいです

が、小塚選手には可哀想

な気もしましたがどうで

しょうか？（佐藤正美） 

編集後記 




