
＝第３９回ふれあい赤羽駅伝＝ 

4月20日（日）に北区連盟で毎年恒例のふれあい赤羽駅伝が行われました。

今年の大会は、募集期間が短かったにもかかわらず、９９チームの申込みがあり、

男子の部９２チーム、女子の部６チーム合計９８チームがそれぞれの思いを１本の

タスキに込めて走りました。 

男子の部は、１区で大江戸飛脚会Ａチームがトップでタスキを渡すも、２区で

都筑ふれんずが逆転、３区も勢いに乗って差を広げ、最終４区でも危なげない

走りで後続を突き放して大会記録に２３秒及ばなかったものの、１時間７分２２秒の好タイ

ムで初優勝となりました。 女子の部では、アルパガールズが２区の宗形選手が区間新

の走りで逆転し、２位に４分近く差をつけ初優勝しました。 

今年の大会でも、多くの仮装ランナーが出場し、おさるやパンダ、かっぽう着姿の女

性ランナーが大会を盛り上げてくれました。（北区連盟 藤野哲郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪第３４回春季陸上競技大会≫ 

4 月 5 日に第３４回春季陸上競技大会が駒沢競技場

で行われました。朝は少々寒い中、中高生を含め 500名

を超える多数の選手に参加していただき、開催する運びとなりました。今

年度からは東京陸上協会より陸協登録者部門と非登録者に分けて競

技を実施するようにとの指導があり、急遽、非登録参加者の一人一人に

連絡を入れる作業に時間を要したため、プログラム作成までの作業が遅

れました。ただ、そんな

中でも大会では第２５

回（2005 年）大会以来となる一般男子 5000ｍで「１５分２４秒９５」というすばらし

い大会新記録が出ました。 

東京ＲＣとしては登録者だけの大会ではなく、たれにでも参加できる陸上大

会をモットーに、皆さんの力をお借りして大会を盛り上げていきたいと考えていま

す。これからもご支援をお願いします。（東京 RC・佐藤正美） 
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仮装で大会を盛り上げてくれたランナーの皆さん。 女子１位・男子３位と男女で好成績をおさめた 

アルパカーズの皆さん 

男子の部１位の都筑フレンズの皆さん 



 

《 第２回板橋水泳フェスティバル 》 

第２回板橋水泳フェスティバルが 3 月 27 日（木）に赤塚体育館プール

で行われました。今まで板橋区ではプールの団体貸切は出来ませんでし

たが、交渉の末、昨年より使用可能となりました。ただ、土日は一般利用

のため、今年も平日開催となりました。年度末の平日で選手も役員も子

供たちを引率する指導員も仕事を休んで参加をしてくれました。今年か

ら板橋独自での取り組みとなり、クラブ、役員も少なく経験も無くて大変

でしたが、小中学校は区役所内の教育委員会指導室の交換便に依頼を

し、区内高校・大学・連盟内クラブ、個人はメール便で、区内クラブ・民主団体等は手渡しで案内をしました。今年の参加は、昨年

参加の北園高校 10 名を含め、29 名と小規模ではありましたがなんとか開催でき

ました。後半は飛込み、ターンの講習会としました。参加クラブの皆さんも参加し、

選手と同じ２９名でした。準備には東京水泳協議会の方々にもご協力いただき、無

事終了する事が出来ました。また、遠い福島から参加されたＯＢの宗形三代子さん

には勇気をいただきました。感謝申し上げます。講習会では、多くの方に「良かった」

と喜んでいただけましたが、「年長者にはクイックターンはきつかった」という意見も

ありました。（板橋水泳・曽田裕子） 

 

 

 

～男子だけのシングルス卓球大会 4.19～ 

毎年、春。東京卓球協加盟の男子にたっぷりシングルスをやってもらおう、上位

1・2 位入賞者は全国大会に推薦、という副賞付の大会です。会場を確保して頂い

た荒川区連盟と共催。荒川スポーツセンターを 12時から夜までかりるという変則的

な状況なので集まるかどうか少し心配したのですが、昨年の倍近い 180 人の参加

があり、ハイレベルの試合が続きました。これとは別に

7 月にはあらためて予選会を行います。その代表もふ

くめて今年の全国大会、東京･男子、大いに期待が持

てますぞ。 

荒川スポーツセンターは使いやすく、また、「12 時か

らと言う時間は落ち着いてできる、7 時ころ終わるのもなにかと都合がいい、またやりましょうよ」と

いう参加者からの声もありました。 

 

 

 

～多摩オープンテニス大会～ 

満開の桜が美しい小金井公園で多摩オープン

テニス大会が行われました。男子ダブルス、女子

ダブルス、混合ダブルスの 3 種目と個人戦で、リ

ーグ戦後決勝戦を行いました。普段、めったに借

りる事のないメーンコート（16 番コート）スタンド付

き 1 面も運よく使用でき、桜が舞う中で熱戦が続きました。時々雨がポツポツ

あったが、晴れ間が多く、選手の方々も楽しくテニスに興じられた一日でした。 

指導を熱心に聞く参加者の皆さん 



 

4 月 26 日（土）にオリンピック・パラリンピックを考える都民の会（略称オ

リパラ都民の会）がオリンピック会場予定地をめぐる調査ツアーを行いまし

た。参加者は 48 名で、当初の募集定員を大幅に上回る参加となり、関心

の高さがうかがえました。初めに、建築家が声をあげ、広く国民にも知られ

ることになった巨大建造物のメインスタジアム建設予定地の国立競技場、

及びその周辺を見学しました。現在、実際に設置されている 60ｍのナイタ

ー照明を見てもかなりの高さを感じ、それ以上の７０ｍもの壁が神宮外苑一

帯を占拠してしまうことは、巨額費用で無駄と言う以前に、どう考えても

周りの景観と調和せず、違和感のある街に変貌してしまうことを強く感じ

ました。続いて「前回の東京オリンピックの遺産が 2020 年でも使うことができないの

か？」との視点から駒沢オリンピック公園に向かい、見学しました。「東洋の魔女」を生ん

だ屋内競技場、レスリングが行われた体育館等、改修すれば全く問題のない施設ばかり。

当初、東京都は駒沢公園を廃止する予定だったとの説明があり、そのような理由と臨

海部開発の目的とが重なり、8ｋｍ圏内という後付けの口実で駒沢公園はオリンピック

会場として外されてしまったと考えられます。オリパラ都民の会は「駒沢公園を会場とし

て使えないのか？」との対案で声をあげていきます。続いて大井スポーツ公園の見学。こ

こでは野球場を廃止してホッケー会場となります。品川区の野球連盟や少年野球連盟

は代替え施設を求めて、都知事あてに署名集めを行っております。葛西臨海公園では、日本野鳥の会東京の飯田陳也さんの説

明で、建設予定のカヌー競技場予定地を歩いて回りました。貴重な野鳥や昆虫、

植物などが多く生息しています。また GW 初日ということもあってか、多く

の人の憩いの場にもなっておりました。このような場所を約１月の短い期

間のために破壊し、競技人口が少ないカヌーのために、莫大な費用をか

けて競技施設をつくる必要はあるのかと考えさせられました。公園視察の

最後には、隣接する臨時駐車場の土地を見学。貴重な自然を壊さなくても競技

施設がすっぽり入る広さとのことです。野鳥の会東京は、この土地への施設建設の変更を求めて運動を続けていくとのことでし

た。夢の島公園（BumB）の調査でも、広大な市民憩いの場の公園を壊して、アーチェリー会場を建設するとの解説がありました。

はたしてこの地に常設のアーチェリー会場が必要なのか疑問でした。青少年のためのスポーツ施設である BumBは取り壊され、バ

ドミントン会場とバスケット会場に生まれ変わります。しかし現在あるプール、フットサル場は廃止されてしまいます。最後に晴海ふ

頭公園の展望台から選手村予定地（防潮堤の外でこれから盛り土をし、さらに液状化対策も行い、五輪終了後には民間へ売却

予定）を見下ろし今回の調査は終了しました。参加者からは「駒沢を有効活用しない手はない」との声や、「葛西臨海公園の貴重

な自然は何としても守りたい」などの声や、都民、国民に知らせずにどんどん計画を進めていく国や東京都の隠ぺい体質に対し

て怒りの声も多数聞こえました。（宮内泰明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

今年も東京反核平和マラソンの季節がやって参りました！！スローガン「核兵器廃絶」「戦争反対」「東北復興支援」 

「原発ゼロ」「憲法九条を守ろう」を掲げ、東西南北の 4つの起点から代々木公園けやき並木を目指します。 

平和への思い、原発ゼロをうったえて走ってみませんか？1区間（4ｋｍ～5ｋｍ）だけの参加も大歓迎です。また仲間で区間

を分担してリレー形式でゴールを目指すというのも OKです。 

日にち 2014年 7月 26日（土）  参加費  1人 2,000円 

東コース（夢の島）、西コース（杉並区役所）、南コース（大田区役所）、北コース（北区役所）  

60ｍのナイター照明（右）  

左奥は取り込まれてしまう日本青年館 

鳥たちの貴重な浅瀬と人々の憩いの場が競技場に 

レガシーとしての駒沢屋内球技場 



東京都連盟スポーツカレンダー 2014 年 6月～2014 年 7月 

 卓球                    

・Ｐリーグ 男子・女子シングルス 

 6/4（水） 東京体育館 

・第 16回ラージボール大会 

 6/12（木） 東京武道館 

・第７回町田オープン ABC＝XYZ大会 

 6/17（火） 町田総合体育館 

・２０１４年度東京リーグ前期 女子４部 

 6/22（日）大森スポーツセンター 

・綾瀬オープンレディーストリオマッチ団体戦 

 6/27（金） 東京武道館 

・第３１回ハローレディース団体戦 

 7/7（木） 東京体育館 

・全国予選会 女子一般・年代別個人戦 

 7/12（土）日野市・市民の森ふれあいホール 

・全国予選会 男子一般・年代別個人戦 

 7/13（日）日野市・市民の森ふれあいホール 

・P リーグ MIXダブルス 女子ダブルス 

 7/16（水） 東京武道館 

・全国予選会 女子年代別団体戦 

 7/19（土）大森スポーツセンター 

・全国予選会 男子・女子一般団体戦 

 7/20（日）大森スポーツセンター 

・全国予選会 男子年代別団体戦 

 7/21（祝）大森スポーツセンター 

■練馬区   

・第３８回年齢別夏季卓球大会 

 6/8（日） 中村南スポーツ交流センター 

■北区   

・第３９回春季シングルス卓球大会 

6/1５（日） 十条台小学校体育館 

■杉並区  

・団体戦リーグ戦 

 6/21（土） 上井草スポーツセンター 

■中野区   

・中野ダブルス大会 男子・女子・MIX 

 6/２9（日） 中野体育館 

■板橋区    

・ダブルス大会 男子女子 

 7/6（日）上板橋体育館 

 ランニング               

・第１６回ナイター陸上競技大会 

 7/12（土） 夢の島陸上競技場 

・第１９回東京反核平和マラソン 

 7/26（土）夢の島、杉並区役所 北区役所 

 大田区役所、代々木公園 

・月例赤羽マラソン 

 6/22（日） 荒川河川敷 

・月例多摩川ロードレース 

 6/8（日） 7/13（日）多摩川河川敷 

 テニス                   

■北区    

・第３９回春季大会女子団体戦 

 6/8（日） 新河岸川庭球場 

■板橋区    

・第５１回板橋スポーツ祭典壮年女子ダブルス大会 

 6/28（土） 新河岸庭球場 

・第 51回スポーツ祭典男子ダブルス大会 

 7/12（土） 新河岸庭球場 

 バドミントン               

・第 17回夏季高校生オープン大会 

 7/23（水）7/24（木）大森スポーツセンター 

■板橋区   

・第５１回板橋スポーツ祭典オープン大会 

 男女Ｄ１～３部、混合１～２部 

 6/7（土） 上板橋体育館 

■新宿区   

・第 33回新宿団体リーグ戦 

 7/20（日） 新宿スポーツセンター 

 バレーボール             

・６人制男女東京都大会予選 

 7/19（土）武蔵野総合体育館 

■北区   

・第３８回春季バレーボールミックス大会１・２部決勝 

 6/22（日） 桐ヶ丘体育館 

・第５２回北区スポーツ祭典夏季シニア大会 

7/27（日） 滝野川体育館 

■板橋区   

・ミックスバレー大会 

 7/27（日）小豆沢体育館 

 水泳                    

・第１３７回指導員養成学校 

 6/7（土）6/15（日）BumB 

■中野区  

・第２２回水泳記録大会 

 6/1（日）鷺宮体育館 

 ウォーキング             

・ 向 ノ 岡 を 越 え て 多 摩 周 遊 の 道

6/11（水） 京王高幡不動駅改札口 9：45 集合 

・第１２６回例会トトロの森を歩く 

 6/21（土） 西武球場前改札口９：４５集合 

 野球                    

■板橋区    

・春季会長杯 

 6/8（日）、22（日） 戸田橋緑地野球場 

 スキー                   

・乗鞍サマーレーシングキャンプ 

 7/19（金）～21（日） グーテベーレ（仮） 

 剣道                    

・春季スポーツフェスティバル剣道大会 

 6/29（日） 東京武道館第二武道場 

 

 

 

 

オリンピックの競技施設予定地を

直接この目で見ると、自然や景観を壊

してでもオリンピックをやろうとい

う人たちがいることに腹の底から怒

りがわいてくる。大井ふ頭中央海浜公

園の６面の野球場を壊さなくても、駒

沢オリンピック公園には、ホッケーが

できるスペースがある。葛西臨海公園

の自然を壊さなくても、すぐ隣に、広

大でまっ平らな都有地がある。国立競

技場は改修工事でも対応できると建

築家たちが言っているのに、巨大な競

技場をつくって神宮外苑の歴史的景

観を壊す。 

終わった後に嘆いても遅い、今、声

を上げよう。できる限り既存の施設を

改修して競技場に、そして自然環境を

保護するオリンピックにすることを。

（萩原） 

 

編集後記 




