
ＪＯＣ（日本オリンピック委員会）から来賓！！ 

５０年の歴史を継承し新たな歴史を歩もう～全国総会～ 
 ３月１２日（土）から１３日（日）にかけて、全労連会館

（御茶ノ水）で、第３２回全国連盟総会が開催されま

した。約１５０人が参加し、「５０年の歴史を継承し、あ

らたな歴史を歩もう」のタイトルのもと、各種目や地

域の代議員を中心に討論を行いました。今回の総

会では、来賓として、はじめてＪＯＣ（日本オリンピック

委員会）から広報・企画部長の中森康弘さんを迎

え挨拶をいただきました。またスポーツ庁からもメッ

セージが届き、スポーツ連盟 50 年の歴史が評価さ

れ、今後が期待され、日本のスポーツを担っていく

団体であることが名実ともに確信することができ

た総会でもありました。また新たな取り組みとして

①若手懇談会②女性・子ども・障害者とスポーツ③スポーツ環境の実際④新しい分野にチャレンジ⑤スポーツと平和⑥これか

らのスポーツ連盟⑦競技水準・技術向上のための 7 つの分科会、11 グループに分かれて討論を行いました。若手懇談会（参加

者は４５歳位まで）では、伊藤高弘顧問を迎え、「レジェンドに学ぶ

スポーツ連盟とこれから」と題し、レクリエーションを冒頭に行い、

和やかな雰囲気の中で、若手からの悩みや今後について伊藤顧

問の意見も交えてざっくばらんに話し合いました。まさに５０年の

歴史（伊藤顧問）と新たな歴史（若手一同）が対話した有意義な

懇談会となりました。総会では新理事の選出が行われ、30 代、

40 代の理事が増えました。平均年齢 55.5 歳、前回 2 年前に比

べ 2.6 歳若返り、世代継承も進んでいることが実感できる体制

になりました。今後、ベテランと若手ともに手を携え、次の時代に向けて運動のさらなる前進に期待します。（宮内泰明） 
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Ｋ２が接戦を制して初優勝！！～第１回６人制男子バレーボール大会～ 
東京都連盟理事会の主管でバレーボール大会が行われるのは、

大変珍しい。３月２１日、東京都武道館を会場として「第１回６人制男

女バレーボール大会」の男子大会が開催されました。出場８チーム

は、当日朝、くじ引きによりＡ，Ｂ２つのブロックにそれぞれ４チームが

分かれて、リーグ戦を行いました。どの試合も、レベルの高い熱戦が

繰り広げられて、観ている人にも感動を与えました。 

決勝は、Ａブロック１位のＢＩＴＴＥＲとＢブロック１位のＫ２の顔合わせ。

フルセット１３ポイントまでＢＩＴＴＥＲがリードして迎えたＫ２のサービス。

Ｋ２が１３点まで追いつき、一気に逆転を果たしてゲームを制し、見事

優勝を成し遂げました。終始ゲームを支配していたＢＩＴＴＥＲでした

が、一瞬のすきを突かれ優勝を逃してしまいました。 

これまで、東京のバレーボール大会を主管していた東京バレーボール協議会が活動停止になって一年が経ってしまい、その関

係で、今回は東京都連盟が主催し運営する大会となりました。要員は都連盟の理事

で東京水泳協と東京ランニングクラブの２人と理事長が当たりました。はじめて

バレーボール大会の運営を経験した東京ランニングクラブの佐藤氏は、「他

の種目の大会を見るのも大変に勉強になる。見ていても面白い試合が多い」

とコメントしていました。この後、４月１７日に女子大会を開催します。秋の全国

大会予選大会の開催とリーグ大会へと活動を継続し、新しいバレーボールの種

目組織が誕生することを展望して活動が始まりました。４月１７日の大会の運営係を探

しています。ご協力よろしくお願い致します。（萩原純一） 

  男女各１部の王座を決める試合～王座決定戦 東京卓球協議会～ 

3 月 21 日（月祝）に、東京体育館で、2015 年度東京卓球リーグ

最後の事業として、王座決定戦が行われました。今年度は、 

ＡＢＣ＝ＸＹＺの団体戦会場の一部を借りて、メインアリーナで開催す

ることができました。王座決定戦を多くの方に見てもらえたらとの

思いから、単独開催ではなく昨年度から他の試合と一緒に開催す

る事にしました。男女 5チームが参加し、昨年に続き男子はＴＲＦ（Ａ）、

女子はスマイルＡが連覇しました。 

 今年度、各リーグ戦で、オーダーミスがあったのですが、この王座

決定戦でもありました。ついうっかりということなのでしょうが、オーダーミ

スを目指したいです。会場で「王座決定戦って何なのですか？」と聞かれる

こともあり、役員や一部の人以外には、まだまだ知られていないのだと実

感しました。そこでホワイトボードにリーグ戦前、後期の「男女各１部の１位と２

位による王座を決める試合です」と慌てて書くことになりました。２０１６年度

は２月１９日（日）に東京体育館で男子２，３，４部と同時開催予定です。リーグ

戦の合間に、１人でも多くの人に見てもらえたらと思います 

（リーグ戦担当 秋山智子） 

Ｋ２チームの表彰 

 



コスプレでスキー♪「憲法 9条守ろう！」をアピール  ～スノージャンボリー～   

3月 19-21 日の 3日間、東京スキー協主催のスノージ

ャンボリーが志賀高原スキー場で開催され31名が参加し

ました。今回のスノージャンボリーは多様なスキー要求に

応えようと、「志賀高原全山コース」「技術レベルアップコ

ース」「山スキー体験コース」「コブ入門コース」の４つを設

けました。「コブ入門コース」は現地スキースクールの北村

校長を講師に、変化に富んだコブ斜面を滑るための考え

方・技術を学びました。「山スキー体験コース」は、横手山

周辺の誰も滑っていない静かな山へ入り、自然を満喫し

てきました。 

3 日目は、「憲法第９条を守ろう！」のゼッケンを背にコスプ

レ滑走を行い、記念写真をせがまれたり、「第９条って何の

条文だっけ？」と質問されるなど注目を集めました。 

（東京スキー協 出崎福男） 

 

 

～オリパラ都民の会から第６回提言討論会のお知らせ～ 

「みんなで考えよう２０２０オリンピック・パラリンピック」 
  オリパラ都民の会では、第 6回目の提言討論会を開催します。巨大な新国立競技場、エンブレム盗作問題、メダル競走、

競技施設建設費の増大・・・・・2020年東京オリンピック・パラリンピックは私たちが思い描く「スポーツの祭典」「平和の

祭典」と呼ぶにふさわしい大会となるのでしょうか。今回は４つのテーマを設け、「みんなで考えよう」と題し、フロアーか

ら、是非あなたの思い、意見を聞かせて下さい。 

日にち  2016年 4月 16日（土）  

  時間   13時 30分～ 

会場  豊島区生活産業プラザ  

3階 大会議室 

資料代 1,000円（学生、障害者 500円） 

 

＜問合せ先＞ 

２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会 

ＴＥＬ ０３－３９８１－１３４５ ＦＡＸ ０３－３９８１－８３１５ 

新日本スポーツ連盟東京都連盟内（平日 10時～18時） 

 

 



 

 
 卓球                    

・第 22回ラージボール卓球大会 

 6/1（水）東京武道館 

・関東オープンレディース 3ダブルス 

 6/28（火）東京体育館 

・前期プログレスリーグ 

 7/4（月）東京武道館 

■大田区   

・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 

■新宿区   

・第 9回 新宿 ABC=XYZ大会 

 5/29（日）新宿スポーツセンター 

■北区   

・3ダブルス卓球大会 

 6/19（日）北区立十条台小学校体育館 

■杉並区   

・杉並 ダブルス P リーグ 

 5/22（日）大宮前体育館 

■世田谷区   

・男子 女子  シングルス Ｐリーグ 

 6/8（日）世田谷区体育館 

■中野区   

・中野 ダブルス大会  男子 女子 MIX 

 6/12（日）中野体育館 

■練馬区   

・第 40回年齢別夏季卓球大会 

 6/5（日）中村南スポーツ交流センター 

■町田   

・第 9回町田オープン ABC=XYZ大会 

 6/21（火）町田立総合体育館 

■多摩   

・第１6回 多摩スプリング団体戦 

 6/19（日）東久留米スポーツセンター 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

 5/8（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 5/22（日）荒川河川敷 

 テニス                   

■北区   

・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 

■練馬区   

・第 48回練馬スポーツ祭典テニス大会 

 7/23（土）24（日）31（日） 土支田コート 

 バドミントン               

・第４回東京オープン団体戦 

5/4（水・祝） 北区桐ヶ丘体育館 

■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             

■北区   

第 41回北区春季バレーボール大会 

・シニア大会ミックス 

 5/3（日）予選 滝野川体育館  

 7/31（日）決勝 滝野川体育館 

・ミックス大会 1部 

 5/15（日）予選 堀船小・西浮間小 

 7/2（日）決勝 桐ヶ丘体育館 

・ミックス大会 2部 

 6/5（日）予選 堀船小・西浮間小  

 7/2（日）決勝 桐ヶ丘体育館 

・ミックス大会 3部 

 7/3（日）予選 堀船小・桐ヶ丘中  

 8/7（日）決勝 桐ヶ丘体育館 

・ミックス大会 4部 

 7/17（日）予選 堀船小・西浮間小  

 8/7（日）決勝 桐ヶ丘体育館 

 ウォーキング              

・青梅の里と塩船観音をめぐる 

 5/15（日）JR青梅線 東青梅駅 9:45集合 

・府中に残る廃線跡を歩く 

5/28（土）京王線府中駅 9時 45分 

・三浦海岸シーサイドウォーク 

 6/12（日）京急三浦海岸駅 9:45集合 

・谷保天満宮からアジサイの花咲く高幡不動へ 

 6/18（水）JR南武線谷保駅 9:45集合 

 水泳                    

・第 24回東京辰巳水泳大会 

6/5（日）辰巳国際水泳場 

■練馬区   

・第 15回「ういてまて」講習会 

5/8（日）光が丘体育館プール 

・第 20回水泳記録会 

5/8（日）光が丘体育館プール 

 スキー                   

・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） 

・立山・剣沢山スキー教室 

5/20（金）～22（日） 

 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 

 

◆若手懇談会 

 6/１８（土）  １３：３０～  池袋（予定） 

東京都連盟スポーツカレンダー 2016年 5月～7月 

全国総会が終了しました。新しい試

みの分散会、分科会が企画され、少

し前進が見られましたが、どこの組

織でも課題の若手登用はイマイチ。

また創立当時の理念ですが、連盟

を維持していくには理念だけではダ

メで、資金確保も大事では。新たな

執行部に期待したい。（佐藤正美） 

 

～ 編集後記 ～ 


