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暑かった夏も終わり、過ごしやすい季節到来!!新日本スポーツ連盟東京都連盟では、東京都との共催事業でもある東
京スポーツ祭典が開催中です。今回は水泳、陸上、バドミントン、ウォーキングの様子をお伝えします。

大会新記録続出!!～第 7 回オールエイジ水泳大会～
10 月 2 日（日）に東京辰巳国際水泳場で第７回オールエイジ水泳大会が
開催されました。この大会は小学生から参加でき、水泳の聖地である辰巳
国際のプールで泳げる誰でも参加できる大会ということもあり、年々参加
者が増えています。初参加の KSST の皆さんによる元気な選手宣誓で開
幕。今年は、４７２名が参加し、記録更新をめざす人、日頃の練習の成果を試
す人と選手それぞれが、目標に向かって大会に臨みました。参加者が増え
たことにより、大会レベルも大幅にアップし、１２３個の大会新記録が生まれ
多くの種目、年齢区分で記録
が塗り変えられました。チーム
戦のリレーは男子、女子、混合

初参加の KSST の皆さんでの選手宣誓

と各種目で声援で会場が包まれ盛り上がりました。リレーのレース終了後には、
チームのメンバー同士で握手したり肩を抱き合ったりとお互いの健闘を讃え
合っていました。11 月３日（木祝）には東京水泳協議会最大の大会である年
齢別水泳大会が同会場で開催されます。選手の皆さんの更なる記録向上、勇
姿に期待します。（宮内泰明）

中高生から社会人まで参加～東京スポーツ祭典陸上競技大会～
10 月 8 日（土）に東京スポーツ祭典陸上競技
場大会が開催されました。今年の第 53 回大会
は、都心よりやや離れている、町田市立陸上競
技場での開催となりました。競技場のアクセス
が例年の会場に比べ少々不便のなか、中高生
から社会人まで多数の参加をいただき感謝を
したいです。
今大会は、競技場の関係で芝生の保護など
も含め、槍投げ、高跳びの種目が開催できなく、
参加選手にはご迷惑をかけたことや、競技場
の使い勝手が違い、大会運営で難しい面もありました。

周辺は自然豊かで、きれいな町田市立陸上競技場

また、例年では 10 月に入ると安定している天候が、当日は朝から雨でしたが、棄権の選手も少なく主催者としては胸をな
でおろしました。今後の大会も参加選手はじめ、役員、審判の方々の意見や要望を参考にしてより良い大会が開催できる
よう改善をしていこうと考えています。今後とも皆様の応援宜しくお願い致します。（東京ランニングクラブ 佐藤正美）

世田谷に残る田園風景を眺める～第１５４回例会

東京スポーツ祭典ウォーキング～

10 月 15 日（土）に行われたウォーキングは、参加
者 14 名と少なかったが、素晴らしい景観を堪能で
きる一日でした。また、遠く仙台からの参加者など
もあり、ネット時代を感じました。
好天気に恵まれ、小田急線：喜多見駅から野川
緑道へ出て、広場でストレッチとコース案内をうけ、
国分寺崖線に連なる、緑豊かな一帯を歩きました。
ホタルの里あり、湧水が流れ、ここが東京かと感動
しました。続いて、成城住宅街を横切り、遠く三鷹を
源流とする仙川遊歩道を下りました。
昼食場所を探すうち、いつも車で眺めていた、
「おおくら大仏」境内を借りようと勝手に決め、係の
人にお願いしたら、ご住職から、「座敷で食べてくだ
さい」といわれ、みなさんびっくり。日蓮宗・妙法寺さんに感謝、大仏さんをバックに全員で撮影。少し進み左一帯が大蔵の
保全林となり、岡本公園まで連なり、参加者一同から「素晴らしいコース」と感謝され、無事終点二子玉川駅で解散となり
ました。（東京・ウォーキングクラブ 三浦二郎）

全国スポーツ祭典への切符を手にしよう!!～第５３回東京スポーツ祭典バドミントン大会～
１０月１日（土）稲城市民総合体育館にて東京スポーツ祭典バド
ミントン大会を開催しました。この大会は、板橋、練馬、中野、多
摩、新宿、荒川、東京（春季大会など）、高校（高校生ＯＰ）の各大
会にて上位入賞された選手、または各地のバド協議
会から推薦されて選手が出場する大会です。この他にも、北区と
杉並区からも出場できますが、今年はエントリーがありませんでし
た。この大会の上位選手は、１２月１０～１１日の全国スポーツ祭典
（静岡県磐田市）に出場できます。東京から近いこともあって、全
国大会出場に意欲を見せる選手も多かったです。
今回一番活躍したのは、大会本部の運営を預かり、試合にも出
場した荒川代表の選手達であったでしょう。しかし、練馬や、板橋、中野も毎年強い選手が出場しています。今後も競い合
って、盛り上がってほしい。（東京バドミントン協議会 大野）

第５３回東京スポーツ祭典今後の大会予定
１１月２３日（水祝） 第６回ゆりかもめリレーマラソン
東京臨海広域防災公園

１２月２３日（金祝） 第１７回中長距離大会
東京辰巳国際水泳場

２月４日（土）～５日（日） 東京都スキー競技大会
舞子スキー場

北区連盟で、普段はテニス以外の
スポーツを行っている初心者を中心
に活動している知る人ぞ知るテニス
クラブ、その名も「北区部」が活動し
ています。 １０月２２日（土）に東京都
連盟の若手懇談会第二弾企画との
コラボレーションで浮間公園にてテニ
ス交流会を開催しました。若手懇談
会は、次世代のスポーツ連盟を担う
種目を越えた若手同士の交流、またその人材を発掘する場として開かれ
ています。今回は前回６月に行われた議論で、「北区部と共同企画でテニ
ス交流を行ってはどうか?」との話がきっかけとなり、実現しました。当日
の参加者は１１名。コーチとして東京テニス協の村田理事長、日下部理事
を迎えて、前半の２時間、基礎的なことをみっちり!?とレクチャー。今回の
参加者の多くは、普段は卓球をしている２０代～３０代の方なので飲みこ
みも早く、村田コーチの指導の下、限られた時間の中で、試行錯誤、和気

入念にテニスに適した準備体操も行いました

あいあいとフォアストローク、バックストローク、ボレー、サーブの練習を行いました。後半はダブルスのゲームを実施。じゃん
けんでペアを作りゲームを楽しみました。練習通りにはなかなか体が動かいないもののサーブやボレーがき
れいに決まると、各コートから歓声が響きました。アッという間に時間が過ぎ、テニス交流会は終了しました。
参加者からは、「楽しかった!!」「普段はテニスをすることはなく、基礎から教えてもらえて良かった」「また次
回も是非開催して下さい!!」「今後もこのような企画を楽しみにしています」等々、参加した皆さんからも非
常に好評でした。これからも新日本スポーツ連盟を広く知ってもらい、種目を越えた交流を行う企画を継
続して行う予定です。今回参加されなかった皆さん、ぜひ次回は奮ってご参加下さい。なお、北区部は土曜
村田コーチ

日（不定期）に浮間公園テニスコートで活動しています。テニスをやってみたい、体験したいという方、北区

連盟または東京都連盟までお気軽にご一報ください。

うれしそうに支援物資のなかから好きなものを探している子。試
合に負けて悔し涙にくれている子。本当にかわいらしい子供たちが
いっぱい。
5 回目の福島復興支援大会は会津若松市から二本松市に変更
して行いました。震災から 5 年半、そのうえ日本中が災害列島にな
りました。福島・東北だけではないのです。皆さんにお願いしました
支援物資も最初のころは集まりませんでした。関心が薄れたのか
な、と少し寂しい思いをしましたが終盤、全国からもどんどん集まり
ました。おかげでみんなに喜んでもらえることができました。220 人
の子どもたちが一生けん命戦っている姿に私たちは「忘れない・つながっている」
ことをいつまでも思い続ければいけない、とあらためて思いました。私のふるさ
と、瀬戸内海にも原発を作ろうとする動きがあります。なにを考えているのでし
ょう。やめてほしいと心から思います。（東京卓球協・目黒量子）

東京都連盟スポーツカレンダー 2016 年 12 月～2017 年 1 月
卓球
・第 18 回綾瀬オープン トリオマッチ
1/25（水） 東京武道館

■荒川区
・年末混合ダブルス大会
12/25（日）31（土）荒川総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

■新宿区

■板橋区

・新宿ペアマッチ卓球大会

・年末混合ダブルス大会

1/9（祝・月）新宿スポーツセンター
■中野区
・第 53 回中野スポーツ祭典 個人戦
12/17（水）中野体育館
■練馬区
・新春３ダブルス大会
1/8（日）光が丘体育館
■町田
・年忘れ神奈川・町田オープン ABC=XYZ

・検見川クロスカントリー大会
12/18（日）検見川総合運動場
・月例多摩川ロードレース
12/11（日）国立市営河川敷グラウンド横

・2016 テクニカルフェスタ
12/16～18（金～日）志賀高原スキー場
・越年スキー
12/29～1/2（木～月）たざわ湖スキー場

12/25（日）31（土）荒川総合ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ

バレーボール
・北区冬季リーグ大会
12/10（土）桐ヶ丘体育館
・冬季シニア大会 ミックス
1/8（日）桐ヶ丘体育館

ウォーキング
・もろやまゆずの里
12/4（土）東武生越線東毛呂駅 9：４５集合

～ 編集後記 ～
リオオリンピックが暑い夏に開催さ
れ、日本人選手の活躍で多くのメダ
ルが取れた事は嬉しいことですが、選
手が一堂に集まったせきでのコメント
がどの選手も変わらずつまらない話

12/20（火）町田総合体育館

ランニング

スキー

関東ブロック交流ウォーク in 千葉

であった印象。アスリートでも小さい

「手賀沼の水辺と文人たちの足跡を

時から同じように教育を受けている

訪ねて」 約 10ｋｍ
12/10（土）我孫子駅 9：45 集合
武者小路実篤邸跡、白樺文学館、手賀
沼遊歩道など

環境なので、このような意見になる
のかなぁ。外国人のように奇抜な意
見を。（佐藤正美）

・月例赤羽マラソン
12/25（日）荒川河川敷

水泳
・第 17 回中長距離水泳大会
12/23（金祝）東京辰巳国際水泳場

テニス

オリパラ都民の会 第 7 回提言討論会

これでいいのか 2020 東京オリンピック
－オリンピックと自治体行政－

■練馬区
・ウイークデイマッチ
12/1（木）8（木） 夏の雲庭球場
■北区
・初心者のためのテニス大会
12/3（土）桐ヶ丘

日時 2016 年 11 月 19 日（土）13 時 30 分～
会場 エデュカス東京（7 回会議室） 麹町駅徒歩２分
参加費 無料
講演 佐伯年詩雄
（日本ウェルネススポーツ大学教授）

・第 54 回秋季大会
12/11（日）シングルス 桐ヶ丘

バドミントン

都民不在の大会準備が様々な「ゆ
がみ」をもたらしています。７月に誕
生した新都知事が本当に都民の立

■北区

場に立った改革を実現できるのか、

・北区スポーツ祭典 バドミントン大会

今後も都民の監視と行動が求めら

12/23（祝）桐ヶ丘体育館
■練馬区
・第 10 回冬季バドミントン大会
1/15(日）光が丘体育館

れます。

皆さんと一緒に東京五輪について考えてみましょう!!
お問合せ ２０２０オリパラ都民の会 ＴＥＬ03-3981-1345（平日 10～18 時）

