
 
  桜の木はピンクから緑に、すっかり暖かくなりスポーツをするには最適な季節がやってきました。東京都連盟では東京春季スポ

ーツフェステバル（東京都後）が開催されています。今回は陸上、バドミントン、卓球、バレーの各大会の様子をお伝えいたします。

晴天に恵まれ陸上日和の中で ～第３６回春季陸上競技大会～ 

 駒沢オリンピック公園陸上競技場で開催された第３６回春

季陸上競技大会は、桜の香る季節に開催する大会でした

が、今年は４月第二土曜日の開催となりました。そのような

日程の中、中学生から社会人まで多くの参加をいただき感

謝します。 

 ４月に入っても肌寒い日が続きましたが、大会前日より気

温が上がり、暖かくなり、当日は朝から晴天に恵まれました。

今年から全てのトラック競技で１回目に不正スタートした選

手を失格とするルールに変更したなかの競技大会となりま

した。その中でも、多くの選手が健闘し、大会新記録も生まれました。またこの大会は第３１回全国スポーツ祭典（１１月６日）の予選

会も兼ねています。全国大会への切符を手にした選手の皆さん、おめでとうございます。 

 今後も陸上競技愛好者の皆さんの期待に応えられるような大会となるよう主催者として努力していきたいと考えております。

（東京ＲＣ 佐藤正美） 

都筑ふれんずＡが大会記録を更新！！～第４１回ふれあい赤羽駅伝～ 

4月 10日（日）に春の花が一面に咲き誇る荒川の河川敷で、第 41回ふれあい赤羽駅伝が開催されました。 今年は 118 ﾁｰ

ﾑが参加し、日ごろの練習の成果を披露する走りを見せてくれました。 朝 10時に荒川河川敷をスタートし、21.0975km4区間で

競われました。昨年優勝した都筑ふれんずが、今年はＡ，Ｂチームで参加して、今年もレースを引っ張りました。Ａチームが昨年更新

した大会記録を更新し、１時間６分２５秒で３連覇を果たしました。区間新も３区、４区で更新され見事

な結果でした。２位も昨年と同じアルパカーズＡチームが入賞し、大会を盛り上げてくれました。 女

子の部では、入賞常連チームの争いとなり、青春ランナーズが１時間 23分 02秒で 2013年以来

の優勝を飾りました。（北区連盟 藤野哲郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〒170-0013豊島区東池袋 2-39-2大住ビル 401 

TEL: 03-3981-1345  FAX: 03-3981-8315 

E-mail  njsf@tokyo.email.ne. jp 

URL http: / /www.t -njs f .net / tokyo /  

2016年 4月 28日 
    発行責任者：萩原 純一 

 

５月号 

 

都筑ふれんずＡの皆さん 

 

青春ランナーズの皆さん 

 



最多の参加規模で開催！！～東京春季フェスティバルバドミントン大会～ 

４月１６日(土) 荒川総合スポーツセンター大・小体育室にて、合

計１３面使用で、男子Ｄ、女子Ｄ、混合Ｄそれぞれ、１～６部、で開催し

ました。１～４部は実力で分けて、５部は４０代シニ

ア、６部は５０代シニアとして実施しました。 

この大会は、毎年行われていますが、今年

は大体育室に加え、小体育室も使って参加

者を増やしました。約３５０名の参加者が閉館

時まで(午後９時半)、熱戦を繰り広げ、会場を

賑わしました。今大会はこれまでで最多の参加規模の大会になりました。本部運営は加盟団体の中でも大きなクラブであ

り、若い力みなぎる日大法学部の皆さんにお願いました。選手としても参加し、朝早くから遅くまでの大会運営もこなして

いただきましたことに、この場をかりて感謝します。（東京バドミントン協 大野文明） 

ＳＥＮＡ TAKUの皆さんの活躍が素晴らしい！！～男子年代別個人戦～ 

男子年代別個人戦が、４月２４日（日）に荒川総合スポーツセンター 

で開催されました。例年、この大会は「男子だけのシングルス」という 

東京卓球協加盟員の男子だけの大会で、優勝者は全国大会への切 

符を手にすることができる大会でした。しかし今年は会場難が予想さ 

れ、会場を確保できたところから予選をやった方が良いのではない 

か、と考え、荒川区連盟の協力のもと、上記大会を行いました。みん 

な、獲りに来ている人ばかりです。強い強い。常連に加え、新顔も随分 

増えました。出場権を得て嬉しそう

にガッツポーズする人、敗れて本

当に悔しそうな人、人。この大

会がみなさんの目標になっていることが分かります。代表になった選手には来年１月、金沢で

の活躍を期待しましょう。ダメだった人、また来年頑張りましょう。30L のカテゴリーで

「SENATAKU」のみなさんの活躍が素晴らしかったです。（東京卓球協･岩本英） 

 女子大会に１４チーム集まる！！初参加チームが７チーム！！  
～６人制女子バレーボール大会～ 

第１回東京都６人制男女バレーボール大会女子大会

が、４月１７日東京武道館（足立区）で開催されました。

久々の都連盟の大会にもかかわらず、たくさんのチー

ムが参加してくれました。運営に当たった人の顔ぶれは、

３月の男子大会に続いて、東京ＲＣ、東京ウォーキングク

ラブ、卓球協から佐藤、板垣、小林理事が快く引き受

けてくれました。お陰様で、運営は極めてスムーズに進

みました。予選リーグを経て決勝トーナメント、五位決定

トーナメント、九位決定トーナメント、そして１３位決定戦

と各チームが思う存分にゲームを楽しめた大会となり

ました。決勝トーナメントに進んだのは、ＴＡＰ’Ｓ、白金、Polaris、東陵東京クラブの４チーム。決勝に進んだのは、白金と東陵東京ク

ラブで、白熱した試合展開の中、白金が第２セットを２７－２５で抑えて優勝を果たしました。次は、全国大会予選大会です。また、み

なさんの参加をお願いして閉幕となりました。（萩原純一） 

 



第６回提言討論会 

「みんなで考えよう 2020オリンピック・パラリンピック」 
～2020オリンピック・パラリンピックを考える都民の会の活動より～ 

4 月 16 日（土）にオリパラ都民の会主催、6 回提言討論会「みん

なで考えよう 2020 オリンピック・パラリンピック」が豊島区立生活

産業プラザ で開催されました。 今回は「みんなで考えよう」と題し、

4 つのテーマ（施設、財政・インフラ、都民スポーツ、大会運営）をもと

に 8人が提起、発言を行いました。 

提言討論会の趣旨を萩原純一（オリパラ都民の会事務局長）さ

んが述べ、「新国立競技場の白紙撤回後の動き」を清水伸子さん

（神宮外苑と国立競技場を未来へ手わたす会）、「選手村とその跡

地利用計画を考える」を田辺七郎さん（臨海都民連）、「オリンピック

関連施設に対する提言」を 小林良雄さん（新建築家技術者集団）「都議会オリパラ特別委員会では」を 吉田信夫さん（日本共

産党都議・特別委員会委員）「 オリンピックの総経費はどうなるのか、 開催時期の気候と選手・観客の安全は」を末延渥史さ

ん（オリパラ都民の会事務局）、「障害者スポーツの普及と福祉のまちづくりの前進を」市橋 博さん（障害者と家族の生活と権

利を守る都民連絡会）「スポーツ環境の実態、今後について」を宮内泰明さん（新日本スポーツ連盟東京都連盟）、「ボート・カヌー

スプリントは彩湖で（嘆願署名の紹介）」を萩原純一さん（オリパラ都民の会事務局長）が発言しました。東京都連盟の宮内さん

は、現在、スポーツ人口は減少傾向にあることを指摘、その要因に毎年 1000か所以上のスポーツ施設が消えている現状を紹介

し、身近にスポーツする環境がないと述べました。東京都や国は五輪開催するからには、このような深刻な状況を把握し、経済

効果ばかりを追うのではなく、スポーツする人口を増やす手段を本気になって考えるべきと発言。五輪以後はスポーツ基本法に

沿った国民誰もがスポーツを楽しみ、幸福で豊かな生活を営むことができる施策を国を挙げて推進して欲しいと述べました。フロ

アーからも発言があり、今回の提言討論会の内容を整理して、国や東京都、大会組織委員会、ＪＳＣに要望し市民の声を届けてい

きます。 

～東京反核平和マラソン・反核平和ウォーキングのお知らせ～ 

 ＜第２１回東京反核平和マラソン＞ 

  日にち ２０１６年７月２日（土）   

東コース（夢の島）、西コース（杉並区役所）、南コース（大

田区役所）、北コース（北区役所）の４コースで実施し、

「スポーツは平和とともに」「核兵器廃絶」を訴えて代々

木公園のゴールを目指します。みんなで一緒に走って平

和をアピールするランニングです。 

 

 

 

 

＜東京反核平和ウォーキング＞ 

日にち ２０１６年７月１７日（日） 

ＪＲ拝島駅を出発して横田基地周辺を「反核平和」「基地の 

ない平和な社会を」を訴え約６ｋｍのコースを歩きます。 



東京都連盟スポーツカレンダー 2016年６月～8月 

 

 
 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 

・ハローレディース 年齢別シングルス 

 7/6（水）東京体育館 

・第 10回 ＭＩＸ団体戦 

 7/16（土）稲城市体育館 

■大田区   

・第 13回のりのり大会Ｐリーグ個人戦 

 7/20（水）大森スポーツセンター 

■新宿区   

・新宿トリオマッチ大会 

 7/24（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 

■板橋区  

・板橋オープン ３ダブルス 

 7/23（土）上板橋体育館 

■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 

・多摩ハッピーカルテット 

 6/30（木）立川市 泉市民体育館 

 

・第 11回多摩ジュニア団体戦 

 7/28（木）立川市 柴崎体育館 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

 6/11（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 6/25（日）荒川河川敷 

・第 18回ナイター陸上競技大会 

 7/23（土）江東区夢の島競技場 

 テニス                   

■北区   

・平日大会（シングル+ダブルス） 

 6/2（木）桐ヶ丘体育館コート 

・女子団体戦 

 6/5（日）新河岸コート 

・ダブルス大会（男子・女子） 

 6/26（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 19回東京夏季高校生オープン大会 

7/28（木）29（金） 駒沢公園体育館 

■新宿区  

・第 36回新宿団体リーグ戦 

 7/18（月・祝）新宿スポーツセンター 

■練馬区  

・第 48回練馬スポーツ祭典会 

 8/14(日)21(日)光が丘体育館 

 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 

7/31（日）決勝 滝野川体育館 

・ミックス大会 1部 

 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              

・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 

・植村直樹の足跡を訪ねて 

  7/9（土）東武東上線下赤塚駅 9:45集合 

 水泳                    

・中野スポーツ祭典水泳記録大会 

6/5（日）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 

・初心者水泳教室 

7/17（日）BumB 東京スポーツ文化館 

・東京 海の水泳教室 

8/5（金）～7（日）館山・北条海岸 

 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） 

 

神宮球場を五輪期間前後（約

７か月）に大会の資材置き場や

スタッフ待機場所として利用しよ

うとしたが、神宮外苑とヤクル

ト、東京六大学連盟などの団体

が拒否。当たり前な結果でお粗

末としか言いようがない。日々

の行われているスポーツが五輪

だからといって犠牲になること

はあってはならない。お上はそん

な常識的なことも？？？？？ 

（宮内） 

～ 編集後記 ～ 


