
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 23 日（月祝）に東京臨海広域防災公園で、東京都連盟主催行事であるゆりかもめリレーマ

ラソンが開催されました。今年で５回目を迎えたゆりかもめリレーマラソン。若干肌寒く、時折小雨が降

る曇り空の中で、９０チームがエントリーし、仲間や家族とともに４２．１９５ｋｍタスキをつないでの完走を

目指しました。レースに先立つ開会式では、中東小学校男子

チームと女子チームの代表が元気よく、パフォーマンスを織り

交ぜ選手宣誓を行いました。 

レースは小学生、職場や学校の仲間、家族、本格的なラン

ナーと様々な編成のチームが、それぞれのペースでタスキを

つなぎました。リレーゾーン周辺は、自身のチームへの声援で熱気を帯びていました。大

学生チームのジャ○ーズ（一般の部）が、2時間 21分 32秒で 2着のＫＰＡ（一般の部）と約 7分の差をつけてゴールしました。各

部門の入賞とランダムにもらえる飛び賞の賞品は北海道の農海産物。チームメンバーでそれぞれ分け合って楽しい思い出を胸

に大会は、無事終了しました。来年も 11月２３日（水祝）に同会場で開催予定です。 
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１２月号 

 

４２．１９５ｋｍのタスキをチームでつなぐ！！ 

第 5回ゆりかもめリレーマラソン 

ジャ○―ズの皆さん 

 

<大会結果＞
一般の部 ファミリーの部
順位 No. チーム名 記録 順位 No. チーム名 記録

前橋雄翔 横澤拓樹 菊池建人 山内航平 小林 航 山本 伸宏 山本 嘉伸 山本 照子 山本 凜太朗 山本 雫
川﨑涼馬 今野日向子 高橋　功 壽山　智昭 根元　二郎 渡部　勇一 栗原良治

中村　咲子 里 雪野 荒木歩夢 吉田宗谷 関根 峻 馬場範夫 馬場康子 馬場さやか 馬場あやか

西岡直樹 西岡真子 西岡樹輝 西岡楓真 田部井宏樹 日高龍一 日高香織 日高翔和 奥野真一郎 奥野直子
佐藤 優 寺尾祐介 奥野祥真

男女混合の部 女子の部
順位 No. チーム名 記録 順位 No. チーム名 記録

石井智子 中島由香里 藤岡里奈 永田昂太郎 田所　昂 丹野典子 田中三奈子 小泉鮎美 小澤良重 金井江理子

上島智史 久保田優香 中澤芳美 幸田貴史
庄司寿浩 町田智美 富永裕子 吉田直樹 中村貴子
梅原清仁

田村由美子 島田泰行 安藤友久 田中日香里

順位 No. チーム名 記録
稲川琉司 稲川智也 川窪剛樹 山崎祐吾 今井翔也

壮年の部 久保開生 久保耀生 野島昂太 山田裕也 篠崎勇吾

順位 No. チーム名 記録 伊藤里莉花 柴崎悠乃 今井如月 井上涼夏 岡本ほの香
小島修司 梶間涼一 高田進 永嶋章雄 堀江昌枝 滝 向日葵 川村 愛 山地初美 伊藤美桜 山内 惺

今井光星 両角朱羽 滝 四ッ葉 福山陽菜 鈴木大貴
高木正明 村井 勲 中上信之 南 安彦 菊地廣明 牛窪七海 牛窪瑠香 小池菜留実 佐々木優那 秋山記予香
田中公一 田中周治 岡田ハツエ 湯口 進 栃澤哲明 水屋明梨 久保芽生 中橋茉友 小池陽菜 川窪園果

501 copainP 4時間09分02秒

小学生の部

3時間27分21秒

3 901 中東小女子 3時間47分17秒

選手名

1 902 中東小男子 3時間17分55秒

選手名

2

1

904 神谷ジェットセブン

3 601 やればできる子 3時間36分54秒

選手名

1 603 チーム 山本 3時間14分03秒

2 605 PEPE 3時間28分53秒

選手名

1 154 TORY組 3時間29分29秒

2 701 塚田Ｊ＆Ｓ 3時間47分30秒

2 310 Ｈｏａｌｏｈａ 2時間54分59秒

3 314 ピクルスA 2時間55分32秒

選手名

1 302 RUNとも 2時間52分17秒

KPA 2時間28分45秒

3 149 夢∞幻 2時間46分50秒

選手名

1 150 ジャ○ーズ 2時間21分32秒

2 140

中東小男子・女子の選手宣誓 

 



 

 

900名の参加者がそれぞれの目標を目指して！！～第３１回東京年齢別水泳大会～ 

１１月３日（火祝）に東京辰巳国際

水泳場で第３１回東京年齢別水泳

大会が開催されました。約 900 名

が参加しました。過去の自分の記

録に打ち勝つため、練習してきた

成果を試す場として参加選手のみ

なさんは意気揚々とスタート台に

臨んでいました。また、今年も 94

歳スイマーの秋元芳男さんが２００

ｍと１００ｍ自由形に参加。ゴールす

ると拍手に包まれました。今大会も

多くの大会新記録が誕生しました。

各種目での合計点数を競う団体

賞では、常連のウィッチモンズが優勝しました。（宮内泰明） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男子は定員オーバー！！秋晴れの中のテニス大会～多摩秋季オープン～ 

2015年 11月 1日(日)小金井公園テニスコートにて大会を行いました。種目は男子ダブルスと女子ダブルスの 2種目でした。

エントリーは男子ダブルスが 20 組、女子ダブルスが 9 組と、なかなか盛況でした。しかし、東京都の中学生大会も同時に行われ

ていたため、コートが 4面しか確保できず、選手の皆様には、待ち時間が長くなってしまいました。 

天気は快晴でしたが、気温が低くて待っている間に体が冷えてしまったのではないかと心配でした。試合は、男子は 6 組のリー

グ戦、女子は 3組のリーグ戦のあと、各組 1位のトーナメントで決勝戦を行いました。 

選手の皆さんの協力もあり、スムーズに運営ができ、時間一杯ぎりぎりで大会を終えることができました。 

（東京テニス協 天川有美） 

 

 

 

 

 

 

プラムスターの選手宣誓 

 

左から三流 SWIMMERS、ウィッチモンズ、 

ウルトラ酔魔― 

 

色とりどりのチーム応援旗 

＜大会結果＞

優勝 優勝

準優勝 準優勝

男子ダブルス 女子ダブルス

安西・塩原（フリー）

佐野・篠崎（飯能信用金庫）

百瀬・齋藤（フリー）

岩崎・大久保（フリー）



新日本スポーツ連盟創立50周年記念顕彰　　東京都連盟所属クラブ一覧

種目 連盟加盟 種目 連盟加盟

水泳 1969年 スキー 1966年

水泳 1970年 スキー 1969年

水泳 1971年 スキー 1973年

水泳 1975年 スキー 1974年

水泳 1977年 スキー 1974年

水泳 1978年 スキー 1974年

水泳 1978年 スキー 1975年

水泳 1979年 スキー 1976年

水泳 1980年 スキー 1978年

水泳 1981年 スキー 1978年

水泳 1982年 スキー 1979年

水泳 1982年 スキー 1980年

水泳 1982年 スキー 1983年

水泳 1982年 スキー 1983年

水泳 1982年 スキー 1984年

水泳 1985年 スキー 1985年

水泳 バレーボール

卓球 1976年 バレーボール

卓球 1981年 野球

卓球 野球

卓球 テニス

卓球 1984年 テニス 1982年

卓球 テニス 1984年

卓球 1985年 サッカー 1968年

バドミントン 1975年 サッカー 1980年

バドミントン 1982年 ランニング 1973年

クラブ名

バードクラブ

ウインテニスクラブ

ジャムホース

三原台かめの子

サンデーズキッカーズ

ＦＦＦＣ

西が丘水泳クラブ

杉並ハングリーズ

永福卓球クラブ

若草クラブ

ザブン

クラブ名

おやしお

潮スイミングクラブ

あめんぼ

火曜クラブ

るんるん

目黒セキレイ

オルカ

なでしこ

江東イルカ水泳

めだか

かっぱ

くろ潮

荒波ラッコの会

水しぶきスイミング

明日香 ポポロＡＣ

若葉クラブ

卓泉会

新山クラブ

四谷クラブ

みなとしゅぷーる

板橋スキークラブ

スキークラブこなゆき

銀嶺スキークラブ

シュプール

町田シャスネージュ

ストック西蒲田

Ｓ・Ｃ コロポックル

中野ＳＮＯＷ

スノーモンスター

ホワイトベア

ラ・ランドネ

ゆきすぎ

モルゲンローテＳＣ

西荻スキークラ ブまっくろけ

エーデルヴァイス

北区スィング

スィングトップ

マコトザウルス

北斗会

まりの会

 

 

 

  

11月 7日（土）北区の北とぴあで、スポーツ連盟

の 50歳のお祝いがありました。 

13時からは国際シンポジウムが開かれ、定員 138

人のホールがいっぱいになる 154人が参加しました。

フランスの FSGT（フランス労働者スポーツ・体操連

盟）のエマニュエルさんが「スポーツは人権であり、そ

の権利のためにはたたかい続ける必要がある。」と

発言。韓国体育市民連帯のチョンさんは「スポーツ

と人権の出会いにはギクシャク感がある」と発言。スポ

ーツ連盟からは永井博全国連盟会長と青沼裕之スポ

ーツ科学研究所事務局長が、スポーツと権利、スポーツ

基本法や五輪問題について発言しました。フロアー討

論では、オリンピック・パラリンピック問題が多く語られ

ました。参加者からは改めて「いつでも、どこでも、だれ

でもスポーツを」の精神を見つめなおしたという感想

がありました。女性の参加者が少なかったのが残念で

した。 

17時半からは、215人が記念レセプションに参加し、

祝いました。一般社団法人江戸消防記念会第三区四

番組による「木遣り」が宴をもりあげました。同窓会の

ような雰囲気でした。

これからのスポーツ

連盟の新たな出発

式になるといいと思

いました。（東京都

連盟 小林章子） 

 

  

 

吉井俊則さん（元東京都連盟理事長）からのお祝いメッセージ 

創立 50周年おめでとうございます。新体連が創立時に掲げた「スポーツは万人の権利」が 

スポーツ基本法に銘記されたのは国民スポーツの発展に努力されてきた貴団体や多くの 

賛同されてきた人達の努力の結果と喜んでいます。さらに一層の発展を！ 

 

 

 

 

水泳関係者の皆さん 

 



 

 
 卓球                    

・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 

・第 18 回関東オープンレディース 

 2/23（火）東京体育館 

・ミックスペアマッチ＆女子ペアマッチ 

 2/6（土）東京体育館 

■練馬区   

・新春卓球大会 

 1/10（日）光が丘体育館 

・MIIX 団体戦 

 2/１４（日）中村南体育館 

■板橋区   

・レディース・ペアマッチ卓球大会 

 2/20（土）上板橋体育館 

■中野区   

・クラブ交流大会 

 1/16（土）中野体育館 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

1/10（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 1/24（日）荒川河川敷 

・第１４回多摩川ロードレース 

 ２/１４（日）国立市営河川敷グラウンド横 

 テニス                   

■練馬区   

・女子男子クラブ団体戦 

 1/24（日）男子団体戦 

1/31（日）女子団体戦 

■中野区   

・ニューイヤーテニス交流会 

 1/17（日） 

■板橋区   

・新春壮年ダブルス大会 

 1/23（土）加賀コート 

・ミックスダブルス大会 

 2/20（土）新河岸コート 

 

 バドミントン               

第13回関東オープン団体戦バドミントン大会 

1/23（土）桐ヶ丘体育館 

■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 

■荒川区   

・第 5 回在日外国人交流バドミントン大会 

 1/23（土）荒川総合スポーツセンター 

 サッカー                 

■北区   

・サッカーリーグ戦 

 1/17（日）24（日）31（日） 

2/14（日）21（日）28（日）荒川サッカー場 

 野球                    

■板橋区   

・第５２回板橋スポーツ祭典軟式野球大会 

 2/14（日）21（日）28（日）小豆沢野球場 

 バレーボール             

■北区   

・冬季シニア大会 

 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 

 1/17（日）赤塚体育館 

 Mix バレーボールオープンリーグ 

 1/10（日）赤塚体育館 

 ウォーキング              

・七福神めぐり 

1/9（土）東武ｽｶｲﾂﾘｰﾗｲﾝ鐘ヶ淵駅集合 

 水泳                    

・第１１回東京水泳フェスティバル 

 ２/11（木祝）東京辰巳国際水泳場 

 スキー                   

・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 

・第 40 回東京競技大会 

2/6～7（土）舞子スノーリゾート 

 

 

 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2016 年 1 月～2 月 

卓球の技術の進化がすごい。最近

はペンの選手も表面でチキータ（短

い球を台上でバックハンドで強く返

球する）をするとのこと。昔は、ペ

ンの選手のバック側は弱点（強打が

難しいから）と言われていたが、裏

面打法が開発されたり、表面チキー

タが出てきて、シェークに負けない

ほどのバックハンド技術が可能にな

った。中高生大会を見ていると、ほ

とんどのジュニア選手はシェークだ

が、そろそろペンが増えてきてもい

い頃では？ 

（佐藤信樹） 

～ 編集後記 ～ 

～第１回評議員会および
　 新年会のご案内～

日にち　２０１６年１月２３日（土）
時間　　１３時３０分～１７時
会場　　区民ひろば朋有集会室
　　　　　（東京都連盟事務所裏）
　総会後の活動総括および後期
　の活動について議論します

　終了後、新年会を開催します。
　奮ってご参加下さい！！
　（会費3000円～4000円程度）

　　＜東京都連盟公式　ｆａｃｅｂｏｏｋ　ツイッター＞

https://twitter.com/njsftokyo

https://www.facebook.com/njsftokyo


