
魅せよう！！スポーツの力とフェアプレイ 

東京都連盟 50周年記念スローガン・ロゴが決定！！ 
 新日本スポーツ連盟東京都連盟は 4 月 22 日に創立 50 周年を迎えます。それに先立ち昨年からロゴとスローガンを公募しま

した。スローガン 34作品、ロゴ 10作品と多くの方から応募がありました。その中から数作品に絞り、1月 23日に開催された 49

期第 1回評議員会で投票を行い、以下のロゴ・スローガンが決定しました。                  

＜スローガン＞                               ＜ロゴ＞                                          

「魅せよう！！スポーツの力とフェアプレイ」 
 東京都連盟の全組織は、この 50 周を盛り上げるために、開催する全ての大会に「東

京都連盟 50周年記念」を冠し、ロゴとスローガンと合わせて、広く

皆さんに東京都連盟５０周年を知っていただき、今後も愛好者の要

求に応えさらなる飛躍を目指していきます。50 周年記念期間を

2016 年 4 月から 2017 年 3 月に設定しその間に様々な記念事

業を準備しています。現在決まっていることとして「50 周年のあゆ

み」の編纂、東京都連盟で活躍する若手を集めた「若手懇談会」

（6 月予定）、2017 年 3 月 18 日（土）には「記念レセプション」を予定しています。その他にも、それぞれの大

会で寄せ書きを集めることや、大会の様子を東京都連盟の you tube で発信、記念グッズの作成などを検

討中です。また 11 月 23 日（水）に開催予定の「第 6 回ゆりかもめリレーマラソン」では、仮装ランナーに特別賞を設けるなどして

今まで以上に盛り上がる内容を企画します。50周年を皆さんとともに盛り上げ、次の 50年がより大きな組織になるよう東京都

連盟は運動を展開していきましょう。 
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３月号 

 

ユニークな仮装を表彰 ！？ 

 

全国連盟の若手懇談会の様子 

 

～49期第 1回評議員会報告～ 

1月23日（土）に行われました、評議員会では、昨年

3月の総会後の各組織がどのような活動してきた

かの総括、そして 50周年を迎える 2016年度、どの

ようにして組織拡大していくのか、また愛好者の要

求に応えるための手立てを議論しました。さらに評

議員会制度の是非も提起され、賛否の意見が出ま

したが、賛成多数で継続が決まりました。2015年決

算・2016年予算を含め全ての議案が承認され閉

会しました。 

～安保法廃止署名の取り組み～ 

東京都連盟では「スポーツは平和とともに」のスロ

ーガンのもと、様々な平和運動に参加しています。

7月には東京反核平和マラソンを開催し、平和な

世の中でなければスポーツは楽しめない事も訴え

ています。昨年 9月に強行採決ののち可決した安

保法は、立憲主義を破壊し、今まで築いてきた平

和国家日本の世界的信頼を失いかねない法律で

す。スポーツ愛好家の皆さん、安心してスポーツを

するために安保法廃止の署名にご協力ください。 

署名は各大会会場でも集めています。 



 

 

 

今年のお楽しみ企画は子供から大人までの混成チームでリレー！！ 
～第 12回東京水泳フェスティバル（辰巳国際水泳場）～ 

2月 11日（木祝）に東京辰巳国際水泳場で加盟員対象のクローズド大会「第

１２回東京水泳フェスティバル」が開催されました。水泳を習い始めた小さな子供

から８０代のベテランスイマーまで約４００名が参加し、自己記録更新を目指す選

手、完泳を目指す選手、日頃の練習の成果を披露する選手、それぞれの目標に

向かって大会を楽しみました。お楽しみ企画は、初めて顔を合わせた老若男女の

選手が９人で１つ

のチームになり、リ

レーをしました。子供はコーチの側泳あり、大学生は本気のダッシ

ュとチームが一丸となって競い、非常に盛り上がりました。回を重

ねるごとに、この大会に参加したいということで、加盟する団体や

個人の方が増えています。今回の開会式では、今年加盟したクラ

ブを紹介する新たな試みも行いました。東京水泳協議会では、

様々な水泳愛好者のニーズに応えられるよう今後も活動していきます（宮内泰明）。 

  小学生から大人まで楽しく快走！！ ～第１４回多摩川ロードレース大会～ 

2月 14日（日）に第１４回多摩川ロードレースが国立市の多摩川河川

敷で開催されました。この大会は、一昨年は雪のため中止になり、昨年

は雨と２年連続であいにくの天気。今回の大会も予報は雨。当日の空

模様も予報が当たってしまいましたが、朝からスタッフがグラウンドに

貯まった水を取り出し、砂を入れ、コースにラインを引いたりと準備を行

い、スタートの用意が整いました。出足は雨でしたが、２ｋｍの部、小学生

のスタート時間である９時３０分頃には雨がやみ、暖かくなって走りやす

くなりました。その後、一般の部５ｋｍ、１０ｋｍと続いてスタートしました。１０

ｋｍの総合１位の記録は３３分２９秒の向井孝明さんでした。 

各ﾛｰﾄﾞﾚｰｽでは、参加賞を楽しみにするランナーも多く、主催者としても喜んでもらえるものはないか、毎回考えさせられるとこ

ろです。また、大会を企画するにあたり、多くの参加者の意見や要望を取り入れより良い大会を運営していきたいと思います。 

（東京ランニングクラブ 佐藤正美） 

新たなクラブの加盟につながる！！～第１回駒沢オープン団体戦（テニス）～ 

2016 年 2 月 21日 都テニス協会主催のオープン団体戦（男Ｄ、女Ｄ、ＭＩＸＤ）

と民医連テニス大会（男Ｄ，女Ｄ、ＭＩＸＤ）が開かれた。団体戦は 8 チーム予定が

10 チーム参加を受け入れ、初戦は 3 組全試合が行い、2 回戦からは 2 勝したら

終了システムで行った。朝のあいさつで、「新日本スポーツ連盟は昨年創立５０周

年を迎え、スポーツ文化発展と、いつでも だれでも どこでもスポーツを、を掲げ

て５０年、今後も皆さんとともに未来に向かって一緒に進めたい」と参加者に伝え

ました。また、「加盟して一緒に活動しましょう」と話し、帰り際に「検討したいので

資料ください」と選手から要望がありました。民医連の職場クラブから加盟の申し出があるうれしい一日でした。優勝はベイマッ

クス２０１６チーム、準優勝はＫＴＫチームでした。（東京テニス協 三浦二郎） 

お楽しみ企画の前にみんなで「エビカニックス」と「ラーメン体操」で準備体操 

 

小学生ランナーもたくさん参加しました 

 

新規加盟クラブの紹介 代表者から一言ずつ 

 

優勝したベイマックス２０１６の皆さん 

 



 

 

 

２月２０日（土）、恒例となっています「北区ナーレ２０１５」にお

伺いしました。 

５３回を数える北区スポーツ祭典の大表彰式でもあり閉会式

という性格でもあり、そして、各種目に参加した選手やチーム

の交流の場でもあるという贅沢な企画がこの「北区ナーレ」。

もともと半年間にわたって２０数種目の大会や催しに３０００人

を超える人々が参加する一大イベントである「北区スーツ祭典」にふさわしく、

閉会式典もでっかくやろうという試みが、今ではすっかり定着しています。 

 なんと北区の体育課から３人の課

長さんに出席いただいて、一緒にス

ポーツ祭典の成功を祝ってもらって

いるから感激しました。 

 表彰式も速やかに進み、各種目

の大会ごとに優勝者、入賞者が賞

状と賞品を授与され、会場いっぱい

の拍手を受けて、どなたもご満悦の笑顔。表彰が終われば、これまた恒例となってい

る「オークション」が始まる。今回は、出品された品々が小ぶりなものが多いかったので

すが、とにかく落札価格が低くてお得な買い物ばかりで、ここでも大変な盛り上がり。 

 半年間にわたって、北区スポーツ祭典の各大会に参加された選手やチームのみなさ

んお疲れ様でした。大変な準備をしていただいたスタッフしたみなさんお疲れ様でした。また、来年の北区ナーレでご一緒しまし

ょう。（萩） 

 

♪ 各組織の機関紙から ♪ ～シーハイルスキークラブ（大田区）～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドバンスのみなさん 

 

北区ナーレの名物コーナー「オークション」 

 



 

 
 卓球                    

・全国大会年代別個人戦東京都予選（男子） 

 4/17（日）荒川総合スポーツセンター 

・全国大会一般の部個人戦 東京都予選 

 4/24（日）戸田市スポーツセンター 

・関東オープンレディース 3ダブルス 

 6/28（火）東京体育館 

・第 22回ラージボール卓球大会 

 6/1（水）東京武道館 

■大田区   

・第 7回城南ブロック シングルス P リーグ 

 4/１（金）大森スポーツセンター 

・MIX団体戦・女子団体戦卓球大会 

 5/１5（日）大森スポーツセンター 

■北区   

・プログレスリーグ 

 4/3（日）桐ヶ丘体育館 

・3ダブルス卓球大会 

 6/19（日）北区立十条台小学校体育館 

■練馬区   

・第 40回春季卓球大会 

 4/10（日）中村南スポーツ交流センター 

■町田   

・町田オープンペアマッチ卓球大会 

 4/30（土）町田立総合体育館 

■多摩   

・第 15回多摩ジュニアシングルス 

 4/4（月）立川市・泉市民体育館 

・シングルス P リーグ卓球大会 

 4/16（土）立川市・柴崎市民体育館 

 ランニング               

・第 36回春季陸上競技大会 

 4/9（土）駒沢オリンピック公園陸上競技場 

・月例多摩川ロードレース 

 4/１0（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 4/26（日）荒川河川敷 

 テニス                   

■北区   

・春季ミックスダブルス大会 

 4/17（日）新河岸コート 

・団体戦（ミックスダブルス） 

 5/3（祝）桐ヶ丘体育館コート 

・男子団体戦 

 5/5（祝）新河岸コート 

・平日大会（シングル+ダブルス） 

 6/2（木）桐ヶ丘体育館コート 

 バドミントン               

・第４回城北春季男女別団体戦 

4/2（土） 北区桐ヶ丘体育館 

・第 13回東京春季スポーツフェスティバル 

東京都連盟 50周年記念大会 

4/16（土） 荒川総合スポーツセンター  

・東京都連盟 50周年記念大会 

多摩バドミントン大会 

4/30（土）東大和市民体育館 

■北区  

・第 41回北区春季大会 

 5/3（祝）北区桐ヶ丘体育館 

■中野区  

・中野春季バドミントン大会 

 5/1（日）中野区立体育館 

 バレーボール             

・第１回東京都６人制男女バレーボール大会 

 3/21（祝）男子大会 東京武道館 

 4/17（日）女子大会 東京武道館 

 ウォーキング              

・水と緑の散歩道 

4/3（日）西武新宿線花小金井駅 9:45集合 

・加治丘陵の新緑を歩く 

4/16（土）西武池袋線仏子駅 9:45集合 

・芝桜に囲まれて歩こう 

4/27（水）西武秩父駅 9:45集合 

 水泳                    

・初歩の水泳ドル平教室 

 4/1（金）8（金）15（金）22（金） 

鷺宮体育館プール 

・第 24回東京辰巳水泳大会 

6/5（日）辰巳国際水泳場 

 スキー                   

・大原ＧＳ＆ＳＬポールレッスン 

4/9～10（土～日）吉岡大輔コーチ 

・鳥海山・山スキー教室 

5/3（火）～5（木） 

・春の八甲田山・山スキー教室 

5/3（火）～6（金） 

 

・スノージャンボリー2016 

 3/18（金）～21（祝）志賀高原一の瀬 

 空手                    

・第 13回春季空手競技大会 

 5/8（日）東京武道館 第二武道場 

 剣道                   

・第 13回春季剣道大会 

6/26（日）東京武道館 第二武道場 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2016年４月～6月 

4月 22日、東京都連盟が創立 50年

を迎えます。多くの先人たちが積み上

げてきた伝統に新しい力を吹き込んで、

更に大きく皆さんとともに前進したいと

思います。特に若い世代の力は不可欠

です。東京都連盟発、若手懇談会を 6

月に開催予定。是非ご参加を！！ （宮内） 

～ 編集後記 ～ 


