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スポーツの秋到来！！
～東京都連盟のスポーツ活動から～
すっかり過ごしやすい気候となり、スポーツに最も適した季節が到来しました。東京都連盟の各種目で大会等が、旺盛に行わ
れています。今回は東京ランニングクラブの活動と東京スポーツ祭典の様子をお伝えいたします。

紅葉の始まったコースを気分よく！～第１回クラブ交流会～
東京ランニングクラブ（以下東京ＲＣ）主催の「第１回ク
ラブ交流会」が 10 月 17 日、都立浮間公園で行われまし
た。
東京都連盟には加盟クラブが４つあり、個々にはいろい
ろな活動をしていますが横のつながりがなく、なかなか
交流する機会がありませんでした。 ２年に一度の東京Ｒ
Ｃの総会の中で「ぜひクラブ間の交流会を開いてほしい」
という声があり、赤羽楽走会（荒川土手で毎月第２日曜
日に月例マラソンを開催）の本拠地である都立浮間公園で１回目を開催しました。
今回は池の畔を回る１周約 1.2 ㎞の周回コースを使って２周、４周の２グループで
申告タイム レー スを行 いま した。 紅葉の 始まっ た
木々と池を回るコースは静かで気分よく走
れ、各々のペースでランを楽しみまし た。
赤羽楽走会、ポポロＡＣ（週１回、織田フィー
ルドで練習会を開催）、ＴＯＲＹ組（月１回、代々
木公園で練習会を開催）、三多摩走ろう会（毎月第２日曜日に国立市ロードレー
スコースで月例マラソンを開催）のメンバーと個人会員の方も合わせて全体で 30 名近い参加がありました。 レース後は公園内
にて交流会。まず、申告タイムレースで３位までに入った人にランニングに役立つ景品が手渡されました。自己紹介のあとは、歌
や踊り（？）も飛び出し、こちらも賑やかに盛りあがりました。次回はポポロＡＣやＴＯＲＹ組に馴染みの深い代々木公園での練習
会を予定しています。もちろん公園内での青空宴会付きです！（東京ランニングクラブ・小林一美）

日本新記録も出た！！ ～第５２回東京スポーツ祭典陸上競技大会～
第 52 回東京スポーツ祭典陸上競技大会は、10 月 3 日（土）に駒沢オリンピック公園陸上競技場で中高生も含め 580 名の参
加者が集まり開催されました。
9 月に入り雨が多く、大会前日も寒い 1 日でしたが、当日は晴天になり、気温も上昇。100ｍ、200ｍの短距離種目はともかく、
5000ｍ、10000ｍに出場選手には少々きつかったのではと感じました。その中で、障害者のある選手で、やり投げの永盛雄太選
手（ＳＲＣ）が 34ｍ56 の記録、男子 5000ｍの井草貴文選手（ＡＣ－ＫＩＴＡ）が 16 分 57 秒 30 の記録でそれぞれの障害区分での
日本新記録を樹立しました。
2020 年東京五輪の影響で会場確保が年々厳しくなってきましたが、選手の皆さんや審判員、役員の意見を聞きながら今後へ
の大会に生かしたいと考えております。これからも東京ＲＣを宜しくお願いします。（東京ランニングクラブ・佐藤正美）

大会新記録続出！！小学生も参加できる大会～第６回オールエイジ水泳大会～
10 月 4 日（日）に辰巳国際水泳場で第 6 回オールエイ
ジ水泳大会（東京スポーツ祭典）が開催されました。この
大会は小学生から大人まで参加でき、またスイマーのメッ
カである東京辰巳国際水泳場で誰でも泳げる大会として、
親しまれている大会です。今大会は約 400 名が参加して、
それぞれ日頃の練習の成果を試しました。昨今、水泳練習
会があちらこちらで開催されていることや、大会に出場す
るための
チームやクラブが多くなったため、大会レベルも回数を重ねるごとに上がってい
き、今回も多くの大会新記録が誕生しました。
今大会では、競技終了後に１０月３１日（土）19 時に放送する、フジテレビの「お
ーい！！ひろいき村」のシンクロエキシビションの撮影があり、バービー、菊池亜美、
前田明日香、芹那、手島優等のタレントが登場。会場を沸かせました。開会式や
大会の様子、運営委員長の竹内正彦さんのインタビューなども収録されました。（宮内泰明）

多団体の参加で大会レベルも大幅アップ！！～東京スポーツ祭典剣道大会
10 月 25 日（日）に東京武道館第二武道場にて第 52 回東京スポーツ祭典
剣道大会を開催されました。春の大会に続いて、岐阜県の加茂高校や御殿場
からの参加者もあり 120 名以上の非常に盛り上がった大会となりました。個
人戦の男子二段以上の部では大正大学の皆さんが強く、上位を占めました。
御殿場有志会の皆さんも女子二
段以上の部や高校男子二段以上
の部で善戦。女子初段以下の部と
高校男子初段以下の部では加茂

大正大学のみなさん

高校の選手が優勝しました。団体戦では、男子の部はアールエフテクニカＢが聖武会
Ａとの熱戦を制して優勝しました。女子の部は御殿場有志会、高校男子の部は加茂
高校Ａが優勝しました。剣道は、誰でも参加できるオープン大会が少ないこともあって
団体戦女子の部優勝の御殿場有志会の選手

か、昨年あたりから都内はもちろん、都外からの申込みが増え、参加選手のレベルも

かなり上がったように感じます。今後も学生や社会人の剣道をしたいという要求に応えたいと思います。次回は２０１６年６月２６日
（日）に東京武道館第二武道場で開催します。（宮内泰明）

若い選手を中心に実力者が揃う！！～東京スポーツ祭典バドミントン大会～
荒川総合スポーツセンターで１０月３日（土）に第５２回東京スポーツ祭典バドミ
ントン大会が行われました。板橋、練馬、杉並、中野、新宿、荒川、多摩等の各地
域の予選会や、東京春季大会での上位入賞者約１３０人が参加しました。昨年よ
り若干少ないエントリーでありましたが、２０代の参加者が多く高レベルな試合と
なりました。
10月３日（土）

＜大会結果＞

種目
MD1
MD2
第51回東京
WD１
スポーツ祭典
WD２
東京都ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
WDC
ＸＤ１
荒川総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ ＸＤ２
ＸＤ40
ＸＤ50

優
勝
関口大介・平澤雄太/板橋
和田 匠・大森千弥/練馬
田村早苗・田制杏佐子/新宿
阿部千鶴香・都築幸奈/練馬
水野良恵・倉重友美/新宿
山田真洋・北野志帆子/板橋
木村儒宗・伊藤志織/東京
西田慎一・松村めぐみ/荒川
鈴木宏治・佐藤正恵/荒川

準 優 勝
飯島達也・斉藤由貴/東京
林 直史・坂本創一/練馬
北田伊吹・吉田実来/新宿
神宮沙耶香・井出希海/高校
持田めぐみ・山下博子/中野
田村貴明・石川華乃子/東京
三上 悠・末永明子/中野
袖山宏司・袖山あき子/多摩
伊佐一夫・持田めぐみ/荒川

第 三 位
後藤孝洋・田村貴明/東京
上原・町田/新宿
塚本・花松/多摩
中川裕華・越後屋あゆみ/東京
川畠・扇喜/板橋
末永・音吉/中野
大西敬子・阿部裕紀子/新宿
松尾邦正・田制杏佐子/中野
佐野・鈴木/荒川
林・大瀧/練馬
深井 宏・石川久子/荒川
伊藤 淳・大塚雅美/荒川

オリンピック競技施設計画

新日 本 ス ポー ツ
種目

連盟をはじめ 約１０

会場

1 水泳

アクアティックセンター

2 ボート

海の森水上競技場

3 バレーボール
5 バドミントン

有明アリーナ
夢の島ユースプラザＡ
夢の島ユースプラザＢ

6 ヨット

若洲オリンピックマリーナ

7 カヌー

葛西臨海公園

（オリパラ都民の

8 ホッケー

大井中央海浜公園

会）」では、2014 年

9 アーチェリー

夢の島公園

団体で 構成してい
る「２０２０オリンピッ
ク・パラリンピックを
考える都民の会

のＩＯＣ総会で採択

4 バスケット

10 近代五種

武蔵野の森総合

11 テニス

有明テニスの森

されたアジェンダ２

12 テコンドー

０２０に則った開催を

14 レスリング

13 フェンシング

ました。その活動の
１つである会場施設
計画見直しについ
ては、招致時の予

321
69
176
364
92
24
25
14
250
59

東京ビッグサイト
運河横断デッキ

求めて活動をしてき

立候補ファイル
時整備費

仮設 馬術

夢の島陸上＆野球場

仮設 水球

ウォーターポロアリーナ

仮設 トライアスロン

台場海浜公園

仮設 自転車競技

有明ペロドローム

0
1394

再検討時
整備費

市民要求と
合致

414
73
48
24
351
144

？
×
？
○
○
○
○
△
△
○

大会後に１４面復活

228

228

○

幕張メッセ

297
4584

23
2469

880

晴海ふ頭

彩湖に変更が可能（約７０億円）

埼玉スーパーアリーナ
武蔵野の森総合スポーツ施設
江の島ヨットハーバー
隣接都有地（水道局）
レイアウト変更（野球場の残る）
レイアウト変更（樹木は残る）

周辺整備取りやめ
○
○
×
？

1550

（単位：億円）

計画変更後

683
491
404
0
？
73
48
24
351
144

683
1038
404

メインスタジアム 新国立競技場
選手村

オリパラ都民の会資料
再検討後
整備費

馬事公苑
辰巳国際水泳場
大腸菌は大丈夫か？
伊豆サイクルセンター？

？？？？
？？？？

算から大幅に膨らんだ結果、多くの会場で見直しが進みました。また、多くのスポーツ愛好者の活動の場を奪う本末転倒な会
場計画（夢の島陸上競技場・野球場、有明テニスの森公園、大井埠頭中央海浜公園野球場等）となっていましたが、スポーツ愛
好者や世論の声で、会場変更、大会後に原状復帰すること、レイアウト変更等で見直しされることとなりました。上記の表はオリ
パラ都民の会が、東京都や大会組織委員会に求めてきた会場計画変更の一覧です。まだ課題も残されていますが、運動の成果
も見る事ができます。今後も４９１億円かけて東京都が整備する予定の「海の森水上競技場」の彩湖等への変更要望を引き続き
行っていきます。

第３回五輪会場調査を実施 ～オリパラ都民の会～
10 月 18 日（日）に 3 回目のオリンピック会場調査を行いました。約 30 名が参加し、新国立競技場予定地、馬事公苑（夢
の島陸上競技場から変更）江の島ヨットハーバー（若洲オリンピックマリナ―整備から変更）、海の森水上競技場予定地、夢の
島公園（レイアウト変更）、選手村予定地を回りました。新国立競技場は神宮外苑周辺の再開発を目的に競技場の建設が利
用されたことを指摘。白紙撤回されたとはいえ、新たに建築する建物は依然巨大構造物に変わりないとの説明がありまし
た。海の森水上競技場や選手村建設については、五輪を口実に橋や道路を整備することが見え隠れしている実態の説明が
ありました。参加者からは「東京の開発目的の五輪招致であることがよく分かった」、「実際に歩くことで着々と整備にむけて
進んでいることがよく見えた」との声があがりました。今後も五輪精神を尊重し、アスリートファースト、また後利用のことも考
えた競技場整備が行われるよう運動を続けていきます。

新国立競技場予定地前にて

夢の島陸上競技場を潰さず馬事公苑に

選手村予定地 野球場 4 面は更地に

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・神奈川・町田オープン ABC=XYZ 団体戦
12/27（日）町田市立総合体育館
・多摩ダブルスＰリーグ
1/22（金）立川市・泉市民体育館
・関東オープン中高生大会
1/30（土）東京体育館

2015 年 12 月～2016 年 1 月

バドミントン
■練馬区
・第 8 回冬季バドミントン大会
1/16（土）光が丘体育館
■板橋区
・板橋スポーツ祭典高校生オープン大会
12/22（火）24（木）上板橋体育館

■練馬区

■荒川区

・新春卓球大会

・第４回荒川高校生オープン大会

1/10（日）光が丘体育館

12/26（土）荒川総合スポーツセンター

12/29～1/3（火～日）八幡平・安比高原
・かたしなレーシングキャンプ
1/9～11（土～月）群馬県・かたしな高原
・かぐら 山スキー教室
1/23～24（土～日）新潟県・かぐら峰周辺
・舞子 GS ポールトレーニング
1/30～31（土～日）舞子スノーリゾート

その他
・中野区連盟創立 40 周年記念イベント
12/13（日）中野小学校体育館

■板橋区

■北区

記念講演：谷川真理さん

・板橋オープン卓球団体戦

・北区スポーツ祭典バドミントン大会

健康体操と体力測定

12/5（土）板橋区立上板橋体育館
■新宿区
・新宿ダブルスＰリーグ
12/23（祝）新宿コズミックセンター

12/23(祝) 桐ヶ丘体育館

サッカー
■北区
・第 53 回北区スポーツ祭典サッカー大会

■中野区

12/6（日）13（日）20（日）荒川サッカー場

・クラブ交流大会

野球

1/16（土）中野体育館
■杉並区
・メリークリスマス卓球大会
12/23（日）上井草スポーツセンター

ランニング
・月例多摩川ロードレース
12/13（日）国立市営河川敷グラウンド横
・検見川クロスカントリー大会
12/20（日）東京大学検見川総合運動場
・月例赤羽マラソン

■板橋区
・第５２回板橋スポーツ祭典軟式野球大会
12/6（日）13（日）20（日）小豆沢野球場

バレーボール
■北区
・冬季シニア大会
12/20（日）1/10（日）桐ヶ丘体育館
■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

12/27（日）荒川河川敷

12/6（日）赤塚体育館

テニス

Mix バレーボールオープンリーグ

■練馬区

1/10（日）赤塚体育館

・ウィークデイマッチ

水泳

12/3（木）12/10（木）夏の雲庭球場

・中長距離水泳大会

■北区

12/20（日）東京辰巳国際水泳場

・第５３回北区スポーツ祭典シングルス

ウォーキング

12/13（日）桐ヶ丘体育館コート
■板橋区
・板橋スポーツ祭典ミックスダブルス大会
12/19（土）加賀庭球場
新春男女ダブルス大会
1/9（土）新河岸コート

・江戸と明治の名残の文京の町をゆく
12/19（土）茗荷谷駅 ９時 45 分集合

スキー
・テクニカルフェスタ／指導員研修会
12/18～20（金～日）志賀高原
・越年ファミリースキー

～ 編集後記 ～
今、日本のものづくりの信用が問われ
ています。大手マンションの基礎工事、
免震構造の不備。これはひとの安全にか
かわることです。ものをつくることのプ
ライドを失ったとしか思えません。スポ
ーツの世界でわれわれが主張している
「フェアプレー精神」につながると思い
ます。すべての場面でフェアプレーであ
れば、信頼を失うことはないと思います。
（小林章子）

