
 

【第 40 回ふれあい赤羽駅伝】                  荒川土手の芝桜が鮮やかに咲き誇る駅伝日和となった 4/19、恒例の

ふれあい赤羽駅伝が開催されました。 

今年は男子の部 109 チーム、女子の部 9 チームの合計 118 チーム

が出場し、日頃の健脚を競ったり、クラブや職場の親睦の為にと思い

思いの走りを楽しんでくれました。 

男子の部では、昨年優勝の「都筑ふれんず」が 1 区から 4 区までの

全ての区間賞独占の快走を魅せて大会新記録となる 1時間 6分 45

秒で優勝、女子の部でも昨年優勝の「アルパガールズ」が 1 時間 24

分14秒のタイムで優勝と男女ともに連覇を果たしました。特別賞とし

て、最後まで本大会を楽しんでくれた「酔っ払い研究所Ｅ」に副賞のお

米が贈呈されました。（北区・藤野哲郎） 

【第 35回春季陸上競技大会】  大会結果はホームページでご覧いただけます。http://www.t-njsf.net/tokyo-rc/test8.html 

2015 年度第 35 回春季陸上競技大会は昨年の駒沢オリンピック公園陸上競技

場から舎人公園競技場へと会場を移して開催することとなりました。2020年の東京

オリンピック・パラリンピックの影響などで、各施設の改修などもあり、会場の確保に

困難を極めましたが、舎人公園競技場で開催できる運びとなりました。大会当日は、

早朝から電車事故が発生し、大会が危ぶまれましたが、心配をよそに、選手のみなさ

んが続々と集まり始めて安堵しました。 

今回の大会では中高生の選手も含め

参加者が少なめでしたが、5000m 優勝の狩野 良太（ﾐｳﾗｽﾎﾟｰﾂ）の 15 分 18 秒 71

や、10000ｍ優勝の早坂 光司（ｼﾞｬﾑｺ）は 31分 17秒 13でそれぞれ大会新記録を打

ち立て、10000ｍは大会連覇となり、本大会を盛り上げてくれました。 

競技場は周辺環境も良く、トラックのコースも走りやすいと選手の評価はおおむね

良好でした。 

年々会場の確保が難しくなってきていますが、参加者の要求に応え、大会を継続して開催できるよう一層の努力をしていかな

くてはなりません。（東京 RC・佐藤正美） 
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【東京・多摩春季スポーツフェスティバル・バドミントン大会】 

バドミントンの東京春季スポーツフェスティバルが 4月 5日（日）に駒沢オリンピック公園

体育館にて東京大会が行われ、4 月 12 日（日）に東大和市民体育館で多摩大会が行わ

れました。競技方法は両大会とも、男子ダブルス、女子ダブルス、ＭＩＸダブルスで行いました。 

東京大会では、ちーむあやみが男子 1 部で永井 諒・東祐太朗ペアが優勝、女子 1 部でも白井彩未・佐久間 瞳ペアがそれぞ

れ優勝し、ＭＩＸ1部でも永井・佐久間ペアが準優勝するなど、その強さを発揮しました。また、加盟団体であるＴ．Ｐ．Ｍは男子で２部

門（2部 3部）、MIXでも 2部門（1部 2部）を制覇しました。多摩大会では、調布市が 1 部の 3部門（男子、女子、ＭＩＸ）を全て制

し、チームとしての強さを発揮しました。ダブルス大会は個々の力はもちろんですが、パートナーとの呼吸をどう合わせていくかが

大事な種目となります。また、バドミントンも今は長身でパワーがある選手が活躍しています。フットワークのセオリーを考えないで

とにかくなるべく早くシャトルに飛びついて、相手コートにスマッシュをたたき込む、こんな「先手有利」という勝ちパターンが出来

上がってきています。次の大会でも気持ちを一つに、みなさんの奮闘を期待します。（東京バドミントン・大野文明） 

 

 

【第 12回男子だけのシングルス大会 2015．4．4（土）荒川スポーツセンター】 ホームページはこちら http://www.stta.jp/tokyo/ 

男子のシングルスが少ないということで始めた大会ですが、途中から

クローズド大会にして各年代別の優勝者を「全国大会に推薦する」とい

う特典をつけ、さらに 2年前から荒川卓球協立ち上げも視野に入れて…

と、ここ 2 年、荒川区連盟の協力で、この会場で開催しています。大会は、

いつものメンバーということで少し新鮮味がないかなぁという気もしま

すが、東京の猛者たちの熱い戦いに感嘆することしきりです。全国大会

の予選も登録会員だけにして、という声もきかれています。全国的にはま

だ難しい問題ですが、東京はおおいに検討したいと思います。 

荒川に卓球協を、という課題は、荒川に加盟しているクラブが 1 チームだけという状態で

は難しいので、今度会場が取れたら大会ではなくて講習会などを行い、会員を増やす、また

荒川の役員自体も卓球を理解できるようになる、と回り道かもしれませんが、そういうところ

からやるしかないかな、と思いました。（東京卓球協議会・岩本 英） 

　東京・多摩バドミントン競技大会の結果（３位以上）
日程/大会名 種目 優　　　　勝 準　　優　　勝

MD1 永井　諒・東ひがし祐太朗/ちーむあやみ 飯島達也・斉藤由貴/freeeeedom 3位：田村・町田/Ｔ.Ｐ.Ｍ 4位：谷口・上野/Ｔ.Ｐ.Ｍ

MD2 清水景友・関口大介/Ｔ.Ｐ.Ｍ 北見祥吾・村山健二/次男坊 ワン・塩谷/次男坊 後藤・石井/Ｔ.Ｐ.Ｍ

2015/4/5 MD3 笹谷章太・本木優人/Ｔ.Ｐ.Ｍ 阿久津颯哉・亀井龍史朗/Ｊｏｋｅｒ 野口・古川/Ｊｏｋｅｒ 大根田・柳澤/Ｔ.Ｐ.Ｍ

MD4 加藤　恒・松山厚成/QueenBee 加来次郎・峰島佑弥/ＭＢＣ 長村・田村/QueenBee 市川・小泉/Ｊｏｋｅｒ

第12回東京スポーツ MD5 林　雅之・久保田真一/翼球塾 田村一欽・荒井勝則/Ｈａｕ’ｏｌｉ

フェスティバル WD1 白井彩未・佐久間　瞳/ちーむあやみ (参考)中川・越後屋/freeeeedom ― ―

バドミントン大会 WD2 深沢有希・松田千紘/個人 鎌倉佳江・奥住祐子/チームさくら 3位：上間・田村/Ｊｏｋｅｒ 4位：河野・竹中/次男坊

WD3 関山貴子・北條佳絵/翼球塾 山下未菜美・柳川　萌/翼球塾 久保山・中谷/アクセス 山田・佐藤/Ｔ.Ｐ.Ｍ

WD4 木之元莉菜・木之元莉紗/翼球塾 鷲見由生子・久保由紀子/Ｃａｔｓ 武田・鈴木/Ｊｏｋｅｒ 原・上田/ＧＢＣ

駒沢公園体育館 XD1 町田佑樹・伊藤　瞳/Ｔ.Ｐ.Ｍ 東ひがし祐太朗・白井彩未/ちーむあやみ 永井・佐久間/ちーむあやみ 廣瀬・藤原/Ｔ.Ｐ.Ｍ

XD2 木村儒宗・伊藤志織/Ｔ.Ｐ.Ｍ 川野稜介・白川里美/ｗｕｂｌｓ 村山・竹中/次男坊 益田・後藤/ﾌﾞﾗｯｸﾓﾝﾌﾞﾗﾝ

XD3 矢口　竜・北條佳絵/翼球塾 笹谷章太・佐藤友南/Ｔ.Ｐ.Ｍ 新沼・槇/Ｃａｔｓ 佐々木・岩崎/フリー

XD4 松山厚成・足立 雅美/QueenBee 斉藤太吾・松井庸子/グート 田村・吉川/QueenBee 加藤・太田/QueenBee

XD5 大格おおかく 素夫・関山貴子/翼球塾 久保田真一・楡井にれい恵美/翼球塾 鎌倉・鎌倉/チームさくら 吉田・榊/いきいき健康ｸﾗﾌﾞ

MD1 板谷俊明・早川朋宏/調布市 高木裕史・鈴木佳直/リーブル

2015/4/12 MD2 大村 政貴・今泉 貴行/リーブル 大上 忠昭・海野 匠/リーブル 塚本・花松/Ａｓｔｏ 古木・田勢/ザ，マリオ

第12回東京春季 MD3 上原一也・森本遼太/東久留米市 石井直毅・川名正之/東久留米市 高野・熊坂/翼翔会 和野内・石川/一般

フェスティバル W1 上村苑子・岩岡真由美/調布市 長谷川文香・目崎なつみ/調布市 鈴木・須田/ＳＴ☆ＲＳ 布目・礒部/調布市

W2 田辺わかな・鱒渕智美/ＬＩＮKS 加藤里美・児島なつみ/BC JUPITER 長尾・上野/レインボークラブ 瀬戸・冨川/いきいき健康ｸﾗﾌﾞ

多摩バドミントン大会 W3 石井愛美・斉藤優香子/一般 齋藤美由紀・中路文子/BC JUPITER

Ｘ１ 増田　諒・岩岡真由美/調布市 杉浦　学・山下由記子/ふらいんぐトトロ

東大和市民体育館 Ｘ2 江南晶弘・江南りさ/れみぱん 塚本翔夢・田中春名/Ａｓｔｏ 矢口・野田/れみぱん 下野・冨沢/八王子市

Ｘ3 沼澤亮太・竹内薫子/かこちん 横田典明・河辺幸恵/スマッシュ 北澄・北澄/IBC 池田・尾山/スマッシュ

松本俊一・森村和史/パンダコさん

上水流かみずる永滉・秋元恵介/ＭＢＣ

第　　三　　位

尾山奈保子・河辺幸恵/スマッシュ

袖山宏司・袖山あき子/楽みんとん

http://www.stta.jp/tokyo/


 

 

東京反核平和マラソンの季節が近づいてきました。今年は、被爆７０年という節目の

年です。戦争、核兵器の悲惨さに警鐘を鳴らし、「二度と戦争を起さない」、「非人道的

な核兵器廃絶を」と声をあげ平和を求める運動は、「スポーツは平和とともに」を掲げ

るスポーツ連盟の重要な活動の 1つです。４月２３日（木）には１回目の実行委員会が開

催されました。「核兵器廃絶」「スポーツは平和とともに」の２つのスローガンを掲げ、７

月１１日（土）に開催することが確認されました。今年は、代々木公園がイベント利用の

ため、ゴール地点は渋谷区の宮下公園に変更する方向で調整中です。反核平和マラ

ソンは、競走ではなく、参加者みんなで、約 18キロのコースを反核平和をアピールしな

がらゆっくり走ります。東京都連盟主催行事として、全組織で参加者、サポーターを募

り、第２０回東京反核平和マラソンを成功させましょう。 

東京反核平和ウォーキングは７月１９日（日）に開催！！ 

７月１９日（日）には、JR拝島駅から横田基地第５ゲート付近のフレンドシップパークま

で、約 5ｋｍのコースを「反核平和」を訴えて歩く東京反核平和ウォーキングを開催しま

す。フレンドシップパークでは、毎月第３日曜日に横田基地の撤去を求める集会が開かれており、ウォーキング終了後に参加しま

す。走るのはちょっと・・・という方、歩いて「核兵器廃絶」と「スポーツは平和とともに」をアピールしてみませんか？ 

東京反核平和マラソン・ウォーキングのお問い合わせは東京都連盟までお気軽にどうぞ（TEL：03-3981-1345） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５月１６日（土）にオリパラ都民の会は第４回提言討論会を開催します。今回は「障がい者スポーツの発展

をめざして」をテーマに、2020パラリンピックを契機に、障がい者スポーツの振興、発展や障がい者が、社会

参加しやすい環境をどのように整備していくべきかを考えてます。シンポジストにパラリンピック等、国際大

会で全盲ランナーの伴走者として活躍している塩家吹雪氏、（公財）障がい者スポーツ協会地域スポーツ

振興課長の高山浩久氏、障がい者と家族の生活と権利を守る都民連絡会副会長の市橋博氏を迎え、障

がい者スポーツについてそれぞれの視点から多角的に討論していきます。是非ご参加ください。 

競技施設は 6月の IOC理事会で最終決定に向け調整中 ～東京都オリパラ準備局との面談より～ 

4月21日（火）に都庁にて、東京都オリンピック・パラリンピック準備局の課長4名と施設整備状況について面談を行いました。

面談で、日本では遅れている国民の日常的なスポーツ実践が飛躍的に引き上げられる

ように、準備されることを強く要望し、さらに、アジェンダ２０２０にもとづく最初の大会と

なることからも、競技施設は、既存施設を基本に整備すること、自然や景観を損なわな

いこと、経費を可能な限り抑制すること、レガシーを大切にし、国民スポーツ環境の整備

に役立てるものとすることなどを強く要望しました。東京都は都民生活に影響が極力出

ないように、大井のホッケー会場や有明のテニスコートについて、レイアウト変更を検討し、野球場等を潰さないように検討してい

ることを表明しました。既存施設であり、オリパラ都民の会が活用を求めていた駒沢公園を利用する可能性は無い模様です。 

「障がい者スポーツの発展を目指して」 第４回提言討論会 

~ 2020オリンピック・パラリンピックを考える都民の会からのお知らせ ~ 

日時　　２０１５年５月１６日（土）　１３時３０分～１６時
会場　　豊島区立舞台芸術交流センター　あうるすぽっと３階　会議室B
＜シンポジスト＞　 塩家吹雪 氏（AC・KITA代表）

高山浩久 氏（公益財団法人 障がい者スポーツ協会 地域スポーツ振興課長）
市橋博 氏（障がい者と家族の生活と権利を守る都民連絡会 副会長）

資料代 1,000円　（学生・障がい者 500円)
問合せ 新日本スポーツ連盟東京都連盟（TEL：03-3981-1345　Email：njsf@tokyo.email.ne.jp）



東京都連盟スポーツカレンダー 2015 年 6 月～2015 年 7 月 
 卓球                    

・東京リーグ前期女子２・４部 

 6/6（土）町田総合体育館 

・東京リーグ前期女子７部 

 6/10（水）東京体育館メイン・サブ 

・東京リーグ前期女子６部 

 6/11（木）東京体育館メイン・サブ 

・第１９回ラージボール大会 

 6/16（火）東京武道館 

・第１７回綾瀬オープンレディーストリオ団体戦 

 6/22（月）東京武道館 

・前期 P リーグ男女シングルス 

 6/23（火）東京体育館メイン・サブ 

・第３１回ハローレディース団体戦 

 7/8（水）東京体育館メイン・サブ 

・第１１回のりのりシングルス大会  

 7/8（水）大森スポーツセンター 

・全国大会予選男子一般団体戦 

 7/19（日）小豆沢体育館 

・全国大会予選女子一般・年代別シングルス 

 7/20（月祝）日野市民の森ふれあいホール 

■練馬区   

・第３９回年齢別夏季卓球大会MIXダブルス 

 6/14（日）中村南スポーツ交流センター 

■北区   

・第 40回春季３ダブルス 

 6/21（日）十条台小学校体育館 

■新宿区   

・新宿カルテット 

 6/27（土）新宿スポーツセンター 

■杉並区   

・杉並ジュニアシングルス大会 

 7/30（木）高円寺体育館 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ランニング               

・第 20回東京反核平和マラソン 

 7/11（土）夢の島、杉並区役所 北区役所 

 大田区役所、宮下公園（予定） 

・月例多摩川ロードレース 

6/14（日 ）、7/12 国立市泳河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 6/28（日）、7/26荒川河川敷 

 テニス                   

■北区   

・第 ４０回 春 季 硬 式 テニス平 日 大 会 

 6/4（木）桐ヶ丘体育館コート 

・第 40回春季硬式テニス 女子団体戦大会 

 6/7（日）新河岸川庭球場 

■中野区   

・中野区連盟杯テニス大会 

 7/5（日）哲学堂庭球場 

■板橋区   

・第 52 回板橋スポーツ祭典壮年女子ダブルス 

 6/13（土）新河岸川庭球場 

 バドミントン               

・第７５回クラブ対抗リーグ戦 

 6/6（土）大森スポーツセンター 

・第 18回夏季高校生オープン大会 

7/28（火）、7/29（水）駒沢公園体育館 

■板橋区   

・第 52回板橋スポーツ祭典シングルス・ダブルス 

 6/6（土）上板橋体育館 

■荒川区   

・第３回荒川春季団体戦 

 6/27（土）荒川総合スポーツセンター 

■新宿区   

・第 35回新宿団体リーグ戦 

 7/19(日)新宿スポーツセンター 

 

 

 

 

 

 

 

 バレーボール             

■北区   

・第 40回北区春季ミックスバレーボール大会 

 6/13（日）桐ヶ丘体育館 

・第 5 3 回 北 区 スポーツ祭 典 シニアバレーボール大 会 

 7/26（日）滝野川体育館 

■板橋区   

・第 52 回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 

6/7（日）、7/19(日)赤塚体育館 

 水泳                    

・第２３回東京辰巳水泳大会 

 6/7（日）東京辰巳国際水泳場 

・第４３回東京海の教室 

 7/31（金）～8/2（日）館山市北条海岸 

■中野区   

・中野スポーツ祭典第２３回水泳記録大会 

 6/7（日）鷺宮体育館プール 

 ウォーキング             

・あじさいと戦国時代の足跡を歩く（松戸） 

 6/16（火）JR北小金駅北口集合 

・醤油の匂い漂う野田を歩く  

 6/20（土）野田駅改札口集合 

・東京反核平和ウォーキング 

 7/19（日）拝島駅～フレンドシップパーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スポーツ連盟は今年の 11

月で 50 周年を迎えます。そ

して東京都連盟も来年 50

周年です。わたしたちは先輩

の培った財産を次の世代に

つなげなければなりません

ね。（小林章子） 

 

～ 編集後記 ～ 

 

「スポーツのひろば」は、新日本スポーツ連盟の機関紙です。スポーツ連盟の活動、 

理念を多くの人に知ってほしい、またスポーツに役立つ情報を発信したいという想 

いのもとで発行しています。豊かなスポーツライフのお供に購読をお勧めします。 

 

 

年間購読料　２９００円（送料込３６００円）
お問合せ　TEL：03-3981-1345　東京都連盟まで

スポーツのひろばを是非購読ください！！


