
船橋芝山 SC全国大会へ～ソフトボール大会～ 
5月 18日駒

沢公園軟式野

球場で、ソフト

ボール大会が

東京から3チー

ムと千葉から 3

チームの 6チームで行われました。試合は、3チームづつ、2グ

ループに分けリーグ戦を行ない、各グループ第一位同士で決

勝戦を行いました。 

初めて参加した Dafdal(ダフダル)は

平均年齢二十歳程で、参加チーム

中最も若いチーム。スピードと若さ

溢れるこのチームは、試合巧者の

他 2チームと対戦しましたが善戦

及ばず敗退し、このグループからは

インディペンデンスが決勝戦へ進みま

した。また、もう一方のグループからは船橋芝山 SCが勝ち上

がり、決勝戦は千葉県勢チーム同士の戦いとなりました。優

勝の栄冠は、豊富な選手を揃えた船橋芝山 SCが手にしまし

た。優勝チームは、11月 1日・2日に行われる全国大会の出

場権が与えられます。（城川善行） 

強い！！尚影塾 ～空手競技大会～ 

 東京武道館第

二武道場に於い

て５月２５日（日）

に空手競技大会

が開催されまし

た。ハイライトの

団体戦と有段個人戦組手はともに尚影塾チームと尚影塾所

属の松本優也選手が圧倒的な強さで優勝の栄冠を手にしま

した。当分は尚影塾の活躍が続きそうですが、１１月９日（日）に

同会場で開催される秋季大会では他団体の奮起を期待した

い。当日、「スポーツのひろば」の新規読者が増えるという嬉

しいニュースもありました。（五井野良雄） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

前回より１００名以上多い参加者！！ 

～第２２回東京辰巳水泳大会～ 

５月２５日（日）に辰巳国際水泳場に

て第２２回東京辰巳水泳大会が開

催されました。前回、前々回の参加

者を大きく上回る、４３３名が参加し、

それぞれ自己新記録や大会記録

を目指して頑張りました。長水路（50

ｍ）での大会はマスターズ大会でも少な

く、今大会は秘かな人気大会となっています。最も盛り上がる

種目は、やはりリレーで男子・

女子・混合と各チームの選手、

応援ともに熱気を帯びました。

常連の水泳クラブ「おやしお」

のメンバーで名古屋からこの

大会のために参加した柿田

昌美さんは、男子 200ｍリレー

で何と堂々の金メダルを獲

得！！人生で初めてメダルを手

にした喜びと、遠路はるばる

参加したかいがあったと満面の笑顔でした。（宮内泰明） 
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リレーでは観客席も盛り上がります 

個人戦

部門 優勝 準優勝 ３位 敢闘賞

小学1,2年の部 七澤海璃 岸翔舞

小学3,4年の部 古谷美樹 友納太志 長竹陸 梅本新大

小学5,6年の部 榎本剛大 高野昇 竹本圭佑 友納碧優

中学１年の部 谷田部大嘉 松本直紀

中学生の部 倉島良空 伊藤峻 村内喜風 山田拳太郎

中学女子の部 柚山さくら マルドナード・ミドリ 千田佳奈

高校男子の部 時田慶斗 周春来 川鍋友也 逆井光

一般女子の部 井上薫 柏寿美絵

段外の部 土屋慶文 三壺一弥

有段者の部 松本優也 和田剛士 工藤真裕 川村健一

団体戦

部門 優勝 準優勝 ３位 敢闘賞

小学5,6年の部 袖ヶ浦拳友会 徳心会

一般男子の部 尚影塾 足立学園 照武会 経産省B

＜空手大会結果＞



 

 

 東京卓球協議会は全国卓球協議会要請のもと、5月 14日～21日までフランスのＦＳＧＴ（フランス労働者スポーツ・体

操連盟）の卓球代表団を東京へ招待し、卓球での交流をはじめ、スポーツ連盟の活動や、日本の文化に触れてもらい、ス

ポーツを通じて日本とフランスの交流を行いました。今回はその時の様子をみなさんへお届けします。 

 

14日（水） 

代表団は、ジルベール（58）（団長）・サラ（23）・アレクサンドラ

（19）・ルカ（21）・ジャンピエール（49）の５人です。16時に羽田に

到着し、18時から都連盟事務所で打ち合わせをしました。１２時

間のフライトにも疲れを見せず、サラは東京体育館の大会に参

加できるのを喜んでいました。 

15日（木） 

東京卓球協主催のハローレディース 3ダブ

ルスにサラとアレクサンドラは東京役員チーム

と参加しました。2部の 2位トーナメントで 1位

になりました。彼女たちのトップスピンドライブ

はすごかったです。平日の大会に 600人の女

性の参加に驚いていました。男子は午前中応

援をして、午後は東京役員と中野勤福で練習をしました。 

 

16日(金) 

選手団は、杉並卓球協のペアマッチ大会に杉並の手作り

ゼッケンをつけて参加しました。 

リーグ後同順位リーグ形式で、6～8試合に満足していました。

男女とも 1位トーナメントで、女子は優勝、男子は準優勝でし

た。男女ともマナーがよく、友好的な試合が印象的でした。 

 

 

 

 

 



17日（土） 

午前中は、浜離宮と浅草に行きました。浜離宮の抹茶のお点前では足が

痛そうでした。 

水上バスで行った浅草は、ちょうど三社まつりで神輿をまぢかにみられま

した。どじょうなべも堪能しました。 

夜の歓迎レセプションには、全国卓球協だけでなく東京都連盟や陸上、

スキーなどの関係者も参加して 50人の会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

18日（日） 

午前中は組織交流会が開催され、ＦＳＧＴの卓球の活動内容とスポーツ連盟の活動の報告がありました。スポーツ連盟

の加盟者特に女性の多さに驚いていました。ＦＳＧＴにもたくさんの質問が出て、卓球部門は大きくはありませんが愛好者

の要求を実現する地道な活動がわかりました。午後は荻窪の卓球ショップに行き、その後、新宿で自由行動としました。 

 

19日（月） 

神奈川卓球協と神奈川ウォーキングの

協力で鎌倉ハイキングに行きました。 

大学生のボランティア参加もあり総勢 20

人でした。大仏の中に入ったり、鶴岡八幡

の大鳥居で写真を撮ったりして日本を楽し

んでいました。富士山がみたいというので

稲村ヶ崎に行きましたが雲にかくれ

て残念でした。アルザス地方の男性

３人は海がめずらしいようで波とた

わむれていました。野点も体験しました。小町通りで買い物しアフターウォークも和民

で盛り上がりました。 

 

20日（火） 

朝、東京卓球協の 6,7部のリーグ戦で紹介挨拶をして最後の日本を

楽しみました。ルカとサラがワンピースのファンということで、専門

店のある渋谷のパルコに行きました。その後みんなの希望で皇

居に行きました。天皇にあこがれがあるようです。 

東京江戸博物館を見学して、お別れ会の渋谷シダックスでカ

ラオケを楽しみました。原語の愛の讃歌にはフランス語ならで

はの素晴らしさを感じました。カラオケは日本の文化ですね。団長のジルベールは、日本は伝

統的な文化と近代的なものが融合しているのが素晴らしいといっていました。（小林章子） 



東京都連盟スポーツカレンダー 2014 年 7月～2014 年 8月 

 卓球                    

・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 

・MIX団体戦 

 8/17（日） 稲城市体育館 

・第１６回関東オープン中高生大会 

 8/26（火）8/27（水） 東京体育館 

■練馬区   

・第 46回練馬スポーツ祭典男女別団体戦 

 8/30（土） 光が丘体育館 

■北区   

・第５２回北区スポーツ祭典ダブルス大会 

8/3（日） 滝野川体育館 

■杉並区  

・杉並ジュニア大会 

 8/13（土） 高円寺体育館 

■中野区   

・ハッピーカルテット大会 

 8/3（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 

・ジュニア大会 男子 女子 

 7/21（月祝） 小豆沢体育館 

■多摩   

・多摩ペアマッチ 

 8/10（日） 柴崎市民体育館 

 

 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 

 7/27（日） 8/24（日） 荒川河川敷 

・月例多摩川ロードレース 

 7/13（日） 8/10（日） 多摩川河川敷 

 テニス                   

■板橋区    

・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 

・第５１回板橋スポーツ祭典女子ダブルス大会 

 8/9（土） 新河岸庭球場 

■練馬区   

・第２６回クラブ対抗団体戦 

 8/16（土）8/17（日）8/24（日） 

 土支田庭球場 

 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 

■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 

■練馬区   

・第 46回練馬スポーツ祭典 

男女Ｄ１～３部、混合１～２部 

8/10(日)8/17日（日） 光が丘体育館 

 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５２回北区スポーツ祭典夏季シニア大会 

7/27（土） 滝野川体育館 

・第３８回春季バレーボールミックス大会 3・4部決勝 

 8/24（日） 桐ヶ丘体育館 

 

 

■板橋区   

・ミックスバレー大会 

 7/27（日） 小豆沢体育館 

 水泳                    

・第 43回海の教室 

 8/1（金）～8/3（日） 館山北条海岸 

■北区   

・初心者水泳教室（全 6回予定） 

  7/25（木）7/31（木）8/7（木）8/14（木） 

8/21（木）8/28（木） 王子プール 

 ウォーキング             

・第１２７回例会「ウォーキング＆クラブ総会」 

 7/20（日） 東上線常盤台駅９：４５集合 

・第１２８回例会「涼風ウォーキング」 

 8/16（日） 青梅線御嶽駅 9：45集合 

 野球                    

■板橋区    

・春季会長杯 

 7/20 （日） 、 27 （日）  小豆沢野球場    

戸田橋緑地野球場 

■練馬区  

・第４６回練馬スポーツ祭典野球 1Day大会 

 8/31（日） 北大泉野球場 

 スキー                   

・乗鞍サマーレーシングキャンプ 

 7/19（金）～21（日） 乗鞍高原 

 

 

 

大飯原発３号・４号基の再稼働差し止め

判決。人に危害を及ぼす可能性がある

ものは動かさない。当たり前の判決であ

るが、今後、川内原発等の再稼働反対

の運動にも大きく追い風になることで

しょう。原発だけでなく核兵器廃絶も人

類が安心して暮らしていくための大きな

課題です。７月２６日（土）に開催する東

京反核平和マラソンは、いかなる核エネ

ルギーも排除し、平和な世界を願い、ラ

ンナーは走り、サポーターは応援します。 

今夏、読者の皆さんも、反核平和の運

動に参加してみてはいかが？ （宮内） 

編集後記 




