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東京春季スポーツフェステバル剣道大会が６月２９日（日）に東京武
道館第二武道場にて行われました。学生が試験期間中であったことや
昇段試験日と重なったこともあり、当日のキャンセル等もありましたが、
１５団体、約 70 名が参加し、日頃の練習の成果を発揮する場となりまし
た。今回、Facebook をみて初参加したという WKN（World Kendou
Network）は、海外選手が中心のチームでした。審判長は講評の中で
「日本人以上に礼儀正しく素晴ら
しい剣道だった」と剣道に対する
姿勢を評価していました。参加者
からも「国際試合のようだった」と

WKN の選手の皆さん

の声も聞こえてきました。団体戦
女子の部は当初、申し込みが少なくて試合が組めませんでしたが、当日参加してい
た女子選手に急遽声を掛け、午後から交流団体戦ということで、交流試合を行いま
した。山形県からの参加者や先述の WKN や道場単位ではなく

第11回東京春季スポーツフェステバル 大会結果
東京武道館 第二武道場 （2014.6.29）

個人戦
部門

優勝

剣道仲間での参加があるなど、参加者が常連団体以外にも広

準優勝

三位

三位

一般男子二段以上の部 三田友樹（松伏）

戸田義信（成剣会）

パナヨティス カップニディス（WKN)

益子英之（千葉工）

一般男子初段以下の部 本田直道（大森）

エステバン アギラー（WKN）

伊藤昌幸（草加）

部門

準優勝

三位

高校男子二段以上の部 黒谷竜汰（八潮）

鈴木光一（橋戸）

沖健太（八潮）

高校男子初段以下の部 竹内涼（大森）

那須慎之介（千早）

松﨑累（足立西）

部門

優勝

準優勝

三位

女子二段以上の部

宮崎海帆（千早）

古屋琴里（千早）

平原空来（千早）

女子初段以下の部

鈴木ナオミ（八潮）

茂木千春（恒心）

山下ゆきえ（千早）

優勝

準優勝

三位

八潮高校

大森高校A

大森高校B

優勝

三位

がった大会でした。次回は１０月２６日（日）に東京武道館第二武
道場で開催します。（宮内）

三位

団体戦
部門
高校男子の部
一般男子の部

交流戦団体戦女子

三位

沖健太・鎌田広夢・黒谷竜汰 竹内涼・成田拓也・若林一葉 奥井結々花・竪山悠太・矢島幹大

共栄大学

千葉工業大学

宮尾駿・岸野玄弥・石母田陽平 河原昭平・渡邉新・益子英之

優勝

WKN

橋戸剣道団B

ウリセス レイノッソ・ヨーセフ セジャステット・山越章太

渡辺豪・篠成治・根本太一

千早高校

第４回ゆりかもめリレーマラソン開催告知！！
毎年 11 月に、東京臨海広域防災公園で恒例と
なった「ゆりかもめリレーマラソン」が、今年は、11
月 24 日（祝月）に開催することが決定しました。
42.195km を 4～10 名で
タスキを繋いで完走を目
指すこの競技。クラブチー
ムや友人、家族、同僚、ご
近所さん、飲み仲間など、チームの構成は自由 ！リレーマラソンに参加して、完走
を果たした時には・・・、結束力が深まっていること間違いなし ！ ！少しでも興味を
もたれたら、一度、お問い合わせ下さい。

６月 10 日の都知事所信表明演説で、舛添都知事は、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックの会場計画を見直すと発表
しました。新日本スポーツ連盟、自由法曹団、東京地評をはじめとした市民団体でつくる「２０２０オリンピック・パラリンピックを考
える都民の会」は平和、友好、などの「オリンピック憲章」に則り、競技施設建設については、既存施設を優先活用し、環境に配慮
した競技場建設を求めている「アジェンダ 21」の指針に従うことなどを求めてきました。都知事の見直し発言で会場計画は大き
く変わろうとしています。今回は、その動きの中でのオリパラ都民の会の様子をレポートします。（宮内泰明）

オリンピック・パラリンピックを考える都民の会は５月３１日（土）にエデ
ュカス東京に於いて、これでいいのか！？２０２０オリンピック・パラリンピッ
ク「第１回提言討論会」を開催しました。約 100 名が参加し、パネリストの
萩原純一都連盟理事長、大橋智子氏（未来に手わたす会）、伊藤静夫
氏（日本体育協会）、飯田陳也氏（日本野鳥の会東京）ら 4 人の発言を
熱心に聞いておりました。

8ｋｍ圏内にこだわらず「駒沢オリンピック公園」等の活用を！！
萩原氏は先に行われた会場調査（４月２６日）の報告を行
い、競技施設建設での問題点を指摘しました。近県の
「さいたまスーパーアリーナ」、「横浜アリーナ」など、既
存施設の活用案を提示しました。また、臨海部での会

団体・個人を問わず多数の参加者がありました

場建設には液状化対策が必要であり、招致ファイルの予算には未計上であることから、今後膨
大な費用がさらにかかることが予測されます。無駄が無く「オリンピックムーブメントアジェン
萩原純一理事長

ダ 21」にも沿った会場建設が必要であることを強調しました。

低予算でコンパクトな国立競技場の整備が可能！！
大橋智子氏は、神宮外苑とその周辺の歴史的経緯の説明があり、巨大すぎる新国立競技場はその貴
重な景観を破壊することや、現状の計画では建設費、維持費がかかり過ぎることを指摘。2011 年に久米
設計が JSC に提出した改修案（777 億円で改修可能）、や伊東豊雄氏の改修案を提示しました。

酷暑の中で、いかに選手、観客の安全を確保するか、さらなる研究が必要！！

大橋智子氏

伊藤静夫氏からは酷暑下での主にマラソン選手への危険性について、科学的にわかりやすく解説がありました。東京オリンピ
ックを、酷暑下でも安全に競技ができるというレガシーにしたいと述べました。

カヌー競技場は隣接する都有地に建設するべき！！
飯田陳也氏は、25 年かけて形成された葛西臨海公園の貴重な生体
系や、絶滅危惧種をはじめ様々な生き物の説明がありました。その場
所にカヌー・スラロームの競技施設を建設することで自然破壊を行い、
そこでの生物だけでなく、人間の憩いの場も奪ってしまうと述べました。
フロア発言では、新建築家技術者集団から今ある施設の有効活用や環
境、防災に配慮した施設建設など 6 項目の提言がありました。参加者からは

伊藤静夫氏

「分かりやすい明確な報告だった」、「新しいものを造るより、今まで使ってきたものを使うべ
き」「多くの方が発言する時間がなかったのでもっと時間があると良かった」などの声があ
りました。
飯田陳也氏は葛西臨海公園の貴重な生物を紹介しながら説明

６月２４日（火）にオリパラ都民の会は都庁を訪れ、舛添要一都知事と森喜朗会
長宛てに大会会場計画についての提案書を、手渡しました。その後、都庁記者クラ
ブで記者会見を行い、広く情報の発信を行いました。提案内容は以下の通りで
す。

［提案１］ 簡素で、環境に優しく、経済的負担の少ない大会をめざす
［提案２］ 会場施設計画を抜本的見直す
提案 1 では、あらたなオリンピックモデルへの転換となるよう要望し、提案 2 では

オリパラ都民の会の記者会見

メインスタジアムは現国立競技場を改修して活用することや、1964 年のレガシー
である駒沢オリンピック公園や江の島ヨットハーバーの利用、液状化と津波の危
険性のある臨海部での施設建設計画を抜本的に見直すことなど９項目を提示し
ました。提案内容の詳細は、東京都連盟の HP またはフェイスブック・ツイッターを
ご覧ください。新日本スポーツ連盟東京都連盟で

検索
大会組織委員会へ提案書を提出

IOC 調整委員が６月２５日（水）から来日するとの情報をもとに、オリパラ都民の会は５月中旬に、IOC のトーマス・バッハ会長宛て
に、委員の来日にあわせて面会を要請するメールを送っていました。２４日の夕方に突然、大会組織委員会から IOC 委員が「面談
しても良いと」との連絡があり、２５日に急遽、IOC 委員と面談が実現しました。当初は「20 分で要望を聞くだけ」と釘を刺され

ていましたが、対応したアダムス氏とマーク氏は、予想とは大きく違い、市民の声を聞き、国民がどう考えているのか意見
交換したいとの話で、非常にオープンな雰囲気で行われました。今までの、東京都オリパラ準備局や大会組織委員会との
面談では、一方的に話をして「承りました」「回答は後日に」のスタンスでしたが、今回は明らかに違う対応となりました。
まず共同代表の和食全国連盟理事長が今回の面談実現のお礼の挨拶を交わし、事務局長の萩原都連盟理事長が東
京都や組織委員会へ提出した提案を述べました。神宮外苑と国立競技場を未来に手渡す会の共同代表である清水伸子
さんも同席し、新国立競技場の問題について改修が望ましいとデータなどの引用もしながら詳しく訴えました。

「開催都市がオリンピックに合わせるのではなく」「オリンピックを開催都市に合わせる」との見解
I OC は、競技については責任を持つが、インフラ整備等については国や自治体の責任というスタンスであると述べまし
た。しかし、多くの問題点は承知しており、計画見直しについても議論しているとのことでした。「アジェンダ 21」に則った競
技施設建設は普通のことであり、メガイベントをするための施設は必要ないと述べたことは、今後の競技施設建設につい
て期待がもてる感触でした。最後に、皆さんを十分満足させられることはできないかもしれないが、見直しの検討はしてい
るところであり、「今が大いに、IOC 側に意見を言う機会である」、「ロビー活動も今です」と述べてしました。
当初予定していた 20 分から 50 分以上の面談となりこちら側の主張も熱心に聞いていただき、友好的な雰囲気の中、
有意義な面談となりました。来年の 2 月まで IOC 調整委員の来日予定が数回あるようなので、引き続き様々な活動でア
ピールしていき、国民、都民の声に沿った、東京オリンピック・パラリンピック開催となるよう運動していきたいと思います。
なお 24 日に提出した提案書は、英文化にして IOC へ届けます。

～請願署名の御礼～
「オリンピック・パラリンピック開催にかかる既存スポーツ施設等に関する請願」署名に多大なご協力
をいただきまして御礼申し上げます。
集めた署名は1,507筆（うち効署名1,462筆）でした。６月４日の文教委員会で審議され、「継続審議」
となりました。都知事の計画変更発言で状況に変化の兆しが見えてきました。代替え施設問題でも
引き続き声をあげてまいります。
今後とも皆様のご理解、ご協力を宜しくお願い致します。

東京都連盟スポーツカレンダー 2014 年 8 月～2014 年 10 月
卓球

テニス

・第１６回関東オープン中高生大会
8/26（火）・27（水） 東京体育館
・第６回オープンダブルス大会 P リーグ
9/30（火）町田総合体育館メイン
・第 11 回ハッピーカルテット団体戦（SDS）
10/1（水）東京武道館

・第５２回スポーツ祭典バレーボール大会６人

■板橋区

制男女オープン大会

・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

決勝 8/23（土）桐ヶ丘体育館

・秋季レディース大会

■板橋区

9/12（金）新河岸庭球場

・第５１回板橋スポーツ祭典ミックスバレー大会

■練馬区

■練馬区

8/3（日）小豆沢体育館

・第２６回クラブ対抗団体戦

・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
・第３２回年齢別ペアマッチ大会（ＤＳＳ）
10/18（土）光が丘体育館

・第５１回板橋スポーツ祭典レディースバレー大会

8/16（土）、17（日）、24（日）土支田庭球場

9/28（日）赤塚体育館

バドミントン

水泳

・第 5 回クラブ対抗ミックスリーグ
8/3（日）桐ヶ丘体育館

■北区

■板橋区

・第５２回北区スポーツ祭典シングルス大会

・第７回東京シティオープン

10/5（日）十条台小学校体育館

・第 5 回オールエイジ水泳大会
10/5（日）東京辰巳国際水泳場

8/30（土）桐ヶ丘体育館

■北区

■中野区

・杉並ジュニア大会

・第５２回中野スポーツ祭典男女・混合・シニア

・初心者水泳教室
8/7（木）、14（木）、21（木）王子プール

ウォーキング

9/14（日）中野体育館

■中野区

■荒川区

・第５２回中野スポーツ祭典団体戦

・第３回荒川祭典混合ダブルス大会 3・4 部

9/28（日）中野体育館

・第 43 回海の教室
8/1（金）～8/3（日）館山北条海岸

■杉並区

8/13（土）高円寺体育館

予選 8/2（土）滝野川体育館

・第１２８回例会「涼風ウォーキング」

8/16（日）荒川スポーツセンター

8/16（日）青梅線御嶽駅 9：45 集合
・第３０回スポーツ祭典熊野古道伊勢路を歩く

■板橋区

■練馬区

10/11（土）～12（日）横浜駅西口７：３０集合

・レディースシングルス大会

・第 46 回練馬スポーツ祭典

野球

9/24（水）小豆沢体育館

男女Ｄ１～３部、混合１～２部

■板橋区

■新宿区

8/10(日)、17 日（日）光が丘体育館

・板橋交流リーグ戦

・新宿トリオマッチ

バレーボール

10/26（日）新宿スポーツセンター
■多摩

9/14（日）、21（日）、28（日）戸田橋緑地野球場

・６人制男女東京都大会南部ブロック予選
8/10（日）稲城市総合体育館

・多摩ペアマッチ

・第４６回練馬スポーツ祭典野球 1Day 大会

・６人制男女バレーボール東京都大会

8/10（日）柴崎市民体育館

9/15（祝月）武蔵野総合体育館

ランニング

■北区

・第５１回東京スポーツ祭典陸上競技大会
10/25（土）夢の島競技場

第３０回全国スポーツ祭典～

ワールドカップブラジル大会。日本は、３

相手からゴールを奪う競技のはずが、相
手にゴールはされてもゴールを奪えな
い。他国の選手ならゴールを狙う位置で

全国スポーツ祭典スローガン入りハンドタオル販売中！
速乾性に優れ心地よい肌ざわりです。

も、日本選手は確実性を求めすぎてパ
ス回しばかりしてボールを奪われてしま

大会・行事の参加賞や記念品などに採用して、
スポーツ祭典のアピールと復興支援を呼び掛けましょう！
カラー／ピンク・イエロー

編集後記

試合で得点できたのは、わずかに 1 点。

復興支援グッズ販売のお知らせ

サイズ／34cm×38cm

8/31（日）北大泉野球場

今、世界中で熱狂している人が多い

・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

～東北復興支援

■練馬区

１枚３００円

詳しくは、全国連盟までお問い合わせください。
TEL：03-3986-5401
FAX：03-3986-5403

う。まるで、石橋の上を叩きすぎてしまっ
て橋が壊れて自滅しているようだ。もっ
と、仲間と自分の力を信じて、冒険心を
もって挑んでほしい。（細野）

