
秋の陽気のもと、東京都連盟では旺盛に各種目の競技大会が開催されております。その様子をお伝えいたします。次ページ

には東京都連盟全組織、総出で盛り上げる「第４回ゆりかもめリレーマラソン」の模様も掲載しております。是非ご覧ください！！ 

 

 

11月 3日（月祝）に東京辰巳国際水泳場にて、第 30回年齢別水泳大会が開催されました。初心者スイ

マーから高校生や大学生、マスターズスイマー、御年 93 歳のスイマーまで

定員を大幅に超える934名の参加がありました。好記録をめざし、日ごろ

の練習の成果を発揮し今大会では、63 の大会新記録が生まれました。各

種目での合計点数を競う団体戦では、「ウルトラ酔魔―」が優勝しました。 

来年 40周年を迎える東京水泳協議会ですが、今後は今大会に出場して 

いるような、競技志向の水泳愛好家にいかに加盟してもらうかを追及し、 

更に大きく発展、飛躍することを願います。（宮内泰明） 

 

 

 

 

11 月 9 日（日）、東京武道館第二武道場に於いて、第 51 回東京スポーツ祭典空手競技大会が開催された。注目の団体戦、

一般男子の部は、初出場の（株）イ

ーグルパートナーが常勝チーム尚影

塾を破り、うれしい初優勝。個人戦

一般有段者の部は、尚影塾の松本、

工藤（真）、工藤（豪）選手が 1、2、3

位のワン・ツー・スリー・フィニッシュ！！

で勝利をかち取った。ベテランの経

産省チーム及び若手の照武会チー

ムの来期での奮闘を期待したい。次

回は 2015年 5月 31日（日）に同じ東京武道館第二武道場で開催されます。（五井野良雄） 

 

 

第５２回三多摩スポーツ祭典、 誰でも参加できる秋季ランニング大会を 11 月

9日（日）国立市河川敷グラウンドで開催しました。 

小学生２Km,５Km１０Km の一般・壮年・女子の選手２６４名が参加しました。完

走後に、自動計測での記録を仲間同士で確認しあい、喜怒哀楽の表情を浮か

べる様子や、初参加の人や地元の子供たちなども参加もあり、写真撮影など

で和気あいあい、元気はつらつな姿を見ると、８月から準備をはじめた疲れもふっとびます。 

本大会は国立市教育委員会と府中市教育委員会の後援も毎年とりつけ、ひらかれた大会です。今回も楽しく、怪我人もなく

無事終了しました。40人近くの大会役員の皆さんや三多摩の役員のみなさん御苦労さまでした。 

毎月第 2週にこの場所で行う月例会は当日参加 OKですので、是非参加してください。（ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ実行委員会 森 良太）  
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初出場の（株）イーグルパートナーが団体戦一般男子の部 優勝！！ ～第 51回東京スポーツ祭典～ 

大会記録多数！！ 900名以上の参加者で大盛り上がり  ～第 30回東京年齢別水泳大会～ 

 老若男女が元気に走る！！  ～第５２回三多摩スポーツ祭典ランニング大会～ 

団体戦  優勝：ウルトラ酔魔― 準優勝：参流 SWIMMER 三位：ウィッチモンズ   

袖ヶ浦拳友会の皆さん   
小学生の参加者も沢山！！   



 

 

 

 

 

11月 24日（月祝）に東京臨海広域防災公園で第 4回ゆりかもめリレーマラソンが開催されました。曇り空で時々太陽の光

が射す中、42.195km を８９チームがタスキをつなぎました。今大会か

ら開会式で選手宣誓を取り入れ、ファミリーの部「小川ん家」の皆

さんに楽しく宣誓を行ってもらい、会場を沸かせました。小さな小

学生から陸上部の本格的なランナー、７０代のランナーまで幅広い

参加者が思い思いに走ることを楽しんでいる様子でした。タスキを

受け渡すリレーゾーンを中心に、会場からはランナーへの声援が絶

えず上がり、空を覆っている厚い雲が今にも吹き飛んでしまうよう

な熱気に包まれました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新日本スポーツ連盟付属スポーツ科学研究所が設立   ～会員募集中～ 

11 月 8 日（土）、アルカディア市ヶ谷にて新日本スポーツ連盟付属スポーツ科学研究所設立総会が開かれました。 

初代所長には山崎健新潟大学教授が就任しました。一般市民のためのスポーツ科学を追求し、その発展に寄与す

ることを目的に活動を開始します。現在、会員を募集しております。どなたでも会員になれます。 

＜ 年会費 個人会員 5,000 円  学生会員 2,000 円  団体会員 1 口 10,000 円 ＞   

お申込み・お問合せ メール science@njsf.net  TEL03-3986-5403 

 

0 

小川ん家の皆さん 

mailto:メールscience@njsf.net


 

 

＜参加されたチームの皆さんの声＞ （アンケート・フェイスブックより） 

・アットホームな大会で参加者も秩序を守っていてとても良かった。 

・参加費が安くて出場しやすいです。 

・計測チップを使わなくてもちゃんと順位が取れるんだと感心しました。 

・あの緊張感は癖になりそう。 

・参加賞のドリンクホルダーはとっても良かった。 

・関係者の皆様、楽しく過ごすことができて有難うございます。 

・ほんとに楽しかった。次回に向けて練習します。 

・1人では 42.195ｋｍ走れない。チームの絆が深まりました。 

・達成感もあり、タスキをつなぐのは楽しかった。 

 ・毎回参加しています。我がチームの恒例行事です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOCのロバート・ロックスバーグ氏と面談 ～オリンピック・パラリンピックを考える都民の会の活動～ 

11月 20日（木）に新日本スポーツ連盟が参加するオリパラ都民の会が、IOCのロバート・ロックスバーグ氏と都庁で面

談し、IOC調整員会への要望書をもとに意見交換を行いました。要望内容は以下の 6項目です。 

1、国立競技場をアジェンダ 21に則り、改修して利用すること 2、駒沢オリンピック公園を活用すること 

3、競技施設建設のために取り壊したり、一時的に使用できない施設については、代替えの施設を用意すること 

4、開催時期を変更すること 5、パラリンピック（障がい者スポーツ振興）について 6、アジェンダ 2020 について 

ロックスバーグ氏は、2020年の東京五輪は、12月の IOC臨時総会 

で採択されるアジェンダ 2020に則った大会になるとの認識を示しま 

した。また遠くないうちに前向きなニュースが入ると述べ、約１時間にわ 

たり、非常に和やかかつ内容の濃い面談となりました。要望書の回答は 

12月の総会後に送るとのことです。 

 

 

 

＜大会結果＞ 

小学生チーム 神谷ジェットセブンの皆さん 

一般の部 ファミリーの部
順位 チーム名 記 録 順位 チーム名 記 録

横溝祐樹 佐相　宏明 山本　真大 水野倫太郎 伴野幹久 小川秀和 小川ルミ 小川詩織 小川瑞貴 小川寛史
高嶋大翔 手塚　達也 中村　拓登 田中　大貴 小川文子 小川舜輔 小川勇人
杉本颯馬 関根峻 吉田宗谷 林資樹 足立直紀
荒木歩夢 堀内　碧 高橋優乃 里　雪野 伊藤千穂

高木雅昭 小高良之 安藤英彦 高橋隆介 石井喬文 小学生の部
順位 チーム名 記 録

宮本　杏 戸中真由奈 柴崎悠乃 伊藤里莉花 井上涼夏

今井妃月 岡本ほの香 川村　愛 滝日向葵 滝　四つ葉

男女混合の部 伊藤未桜 今井光星 望月梨花 両角未羽

順位 チーム名 記 録 牛窪七海 篠嵜七菜子 篠嵜勇吾 遠藤皇成 山崎祐吾

村岡達記 小林頌幸 安達 郁 瀬山直人 武内賢一 川窪剛樹 川窪園果 小池菜留実 小池陽菜 佐々木優那
羽鹿美緒 安部瑞季 平松あゆみ 秋山記予香 高見知里 高見泰希 中橋茉友 中村　碧
安井覚弘 安井真未 府川雄一 斉藤優歩 渡辺洋大
中田好美 渡辺南朋 吉村美穂 早川健太 吉田　滋
中山貴義 富川真輔 川久保寛之 松本隆広 櫻井裕樹
石田梨乃 中田華子 内原結生 朝日千尋 藤代沙由美

壮年の部
順位 チーム名 記 録

石井多加子 田原　葵 徳永千束 稲川靖代 鈴木美帆
福田明美
山村一夫 佐藤正美 大橋　徹 小島修司 永嶋章雄

南　安彦 田中公一 中上信之 村井　勲 田中周治
高城正明 湯口進 栃澤哲明

2

残りは手塚に1

3

3′05″04

2′56″14

2′33″39

トラストシステム

ひまわり０８青

1

2

3

FRC

2′43″11

3′45″56

3′31″26

3′31″25

選手一覧

3

2

1

塚田Ｊ＆Ｓ

選手一覧

1 小川ん家 3′36″30

ＴＯＲＹ組（Ａ）

ＴＯＲＹ組（Ｂ）

選手一覧

まふね走ろう会

選手一覧

2′41″12

2′14″51

公文国際学園

選手一覧

1 神谷ジェットセブン 3′37″16

2 ピックアップ小学生 3′46″31

IOCのロックスバーグ氏（左から３人目）と都庁にて 



東京都連盟スポーツカレンダー 2015 年 1 月～2015 年 2 月 

 

 卓球                    

・14年度東京リーグ後期 女子 5部 

 1/30（金）東京体育館（メイン・サブ） 

・プログレスリーグ 女子 

 1/30（金）東京体育館（サブ） 

・14年度東京リーグ後期 女子４部男子５部 

 1/31（土）東京体育館（メイン・サブ） 

・１４年度東京リーグ後期 男子４部 

 2/1（日）東京武道館 

・14年度東京リーグ王座決定戦 

 2/1（日）東京武道館 

・第１８回ラージボール大会 

 2/7（土）小豆沢体育館 

・プログレスリーグ 

 2/17（火）東京武道館 

■杉並区   

・杉並リーグ 

 1/11（日）上井草スポーツセンター 

・男子だけのシングルス大会 

 1/31（土）高円寺体育館 

■練馬区   

・新春卓球大会 男女別 3ダブルス 

 1/11（日）光が丘体育館 

・MIX団体戦 

 2/8（日）中村南スポーツ交流センター 

■中野区   

・クラブ交流大会（中野区登録チーム） 

 1/11（日）中野体育館 

・ダブルスリーグ戦 

 2/11（水祝）中野体育館 

■多摩   

・多摩 ABC＝XYZ団体戦 

 2/11（水祝）柴崎市民体育館 

■板橋区   

・ペアマッチ大会 

 2/28（土）小豆沢体育館 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

1/11（日）、2/8（日） 

国立市営河川敷グラウンド横 

 

 

・月例赤羽マラソン 

 1/25（日）、2/22（日）荒川河川敷 

 テニス                   

■練馬区   

・第 27回 NERIMA CUP 

 2/22（日）土支田庭球場 

■中野区   

・ニューイヤーテニス交流会 

 1/18（日）哲学堂テニスコート  

■板橋区   

・新春男女ダブルス大会 

1/10（土）新河岸庭球場 

・新春壮年ミックスダブルス大会 

 1/17（土）加賀庭球場 

・ミックスダブルス大会 

2/21（土）新河岸庭球場 

 バドミントン               

・第１２回関東オープン団体戦 

 2/7（土）荒川総合スポーツセンター 

■練馬区   

・第８回練馬区冬季大会混合１～4部 

 1/12（月祝）練馬区立総合体育館 

■荒川区   

・第４回在日外国人交流バドミントン大会 

 1/18(日)荒川総合スポーツセンター 

 バレーボール             

■北区   

・第５２回スポーツ祭典バレーボール大会 

 ミックス大会３部決勝 

 1/18（日）堀船小体育館 

■板橋区   

・第５１回板橋スポーツ祭典レディースバレー大会 

 2/15（日）赤塚体育館 

 水泳                    

・40周年記念レセプション  

 1/17（日）東京大学第二生協食堂 

・第１３８回指導員養成学校 

 1/18（日）、1/25（日）BumB 

・東京水泳フェステバル 

 2/11（水祝）東京辰巳国際水泳場 

 

 

 ウォーキング             

・荏原七福神めぐり 

 1/4（日）目黒駅中央改札口 9：45集合 

■荒川区   

・両国から亀戸天神を歩く 

 1/24（土）JR両国駅改札 10：00集合 

 野球                    

■板橋区   

・板橋交流リーグ戦 

 2/8（日）、15（日）、22（日） 

小豆沢野球場 

 スキー                   

・越年スキー 八幡平リゾート・安比高原 

 12/29（月）～1/3（土） 

・かぐら峰周辺山スキー入門教室 

 1/24（土）～25（日）かぐら峰 

・第５１回東京スポーツ祭典スキー競技大会 

 1/31（土）、2/1（日）舞子高原スキー場 

・湯の丸山・山スキー教室 

 2/14（土）～15（日）湯の丸山スキー場 

・花岡 SL練習会＆記録会 

 2/21（土）～22（日）石打丸山スキー場 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立競技場を新しく立て直すって、

いいじゃないと思うでしょう。 

でもね、神宮外苑の景観や自然を

壊し、高齢者の居住する住宅を壊し

て、終わった後は無用の長物になり

かねない。一方で、レガシーを大切

にし、今の国立競技場を改修して大

切に使うべきだという声もたくさん

上がっている。ラグビー協会会長、

オリンピック組織委員会会長の森

喜朗氏のメンツなどどうでもよい。 

後で国民に付けが回ってくるよう

な計画は、ごめんですね。史上最高

のオリンピックは、人々に優しく、平

和と友好を第一義としたオリンピッ

クにしてほしいです。（萩原） 

編集後記 


