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11 月 23 日（水祝）に東京臨海広域防災公園で第 6 回ゆりかもめリ
レーマラソンが開催されました。今回は例年よりやや多い 110 チームが
エントリーし、42.195km に向かって各チーム思い思いに走ってタスキを
つなぎました（1 周約１．３ｋｍを 32 周）。朝から曇り空で少々肌寒い天気
で、雨が心配されましたが、横浜市立商業高校陸上部のチーム「STEP
BY STEP」の皆さんが開会式で選手宣誓を行い、レースが開始しまし
た。小学生ランナーからベテランランナー、70 代のランナーと幅広い参
加者でそれぞれのチームが盛り上がっていました。「花と光と南風」チ
ームが、レースの序盤からトップをキープしたまま【2 時間 34 分 24 秒】

花と光と南風のみなさん

でゴールしました。今回は 50 周年記念大会ということで、仮装等で大会を盛り上げたチームに特別賞を設定。サンタクロ
ースの姿で完走した「ろくねんせい」チームに贈られました。また総合順位で 50 番目にゴールした「池下 LC 吉祥寺」チーム
にも 50 周年にちなんだ順位と言うことで、50 周年特別賞を贈りました。来年も同会場で 11 月 23 日（木祝）に開催予定
です。普段走っていない方でも、チームを作って皆で和気あいあいと気軽に参加できますので是非ご参加下さい。

都内外から 180 名以上の参加で大熱戦～東京スポーツ祭典剣道大会～
10 月 30 日（日）に東京武道館第二武道場で第 53 回東京ス
ポーツ祭典剣道大会が開催されました。今回も都内外から多くの
団体、個人で 180 名を超える選手が集まり、日頃の稽古の成果
を試す熱戦が繰り広げられました。今回は、開会式後にまず 7 本
の演武を外国人剣士中心の団体である WKN、全日本ろう剣士
会、共栄大学の参加者が行いました。試合形式は、高校生から一
般男女の部（それぞれ初段以下と二段以上の 2 部門あり）の個
人戦、団体戦共にリーグ戦を行うこ
とから、試合数が多くできると参加

団体戦一般男子の部 優勝の國學院大 A の皆さん

選手の評判は毎回好評です。回を重ねるごとに道場や学校以外の成人の剣道愛好家が集
まりチームを作って参加するなど、出場選手も多様になったことから、試合のレベルも大幅に
上がり、各試合場からは気迫のある熱気に満ちた攻防を見ることができました。一般男子二
段以上の部の決勝戦では、堀口選手（大正大学）と阿部選手（P3）の若さと若さがぶつかり
合い、緊張感ある試合でしたが、堀口選手が制して見事優勝しました。当連盟の剣道大会は
高校生から大人まで剣道を楽しみたい、剣道を通じて友好を深めたいという方ならどなた
演武 7 本（WKN）

でも参加できる大会です。次回は 2017 年 6 月 25 日（日）に開催予定です。

800 名を超える選手がそれぞれの目標に向かって!!～東京年齢別水泳大会～
11 月 3 日（木祝）に第 32 回東京年齢別水泳大会が東
京辰巳国際水泳場で開催されました。東京水泳協議会
主催の大会としては今年一番の規模の大会で 800 名
を超えるエントリーがありました。コンマ 1 秒の自分との
闘いをする選手、やっとの思いで習得した泳法をはじめ
て披露する選手、初めての飛び込み台からのスタートに
ドキドキする選手等々、それぞれも目標に向かって 10 代
から 80 代のスイマーが大会に臨みました。今大会でも
多くの大会記録が続出し、参加選手の水準アップを感
じました。団体戦では、リレー種目に 53 チームでエントリーした大所帯の三流 SWIMMER が圧倒し優勝。2 位はウィッチモン
ズ、三位は Nolmit でした。来年も 11 月 3 日（金祝）に開催致します。皆さんのご参加お待ちしております。

選手宣誓（T・S 中野）
左からウィッチモンズ・三流 SWIMMER、Nolmit

１１月１９日（土）に２０２０オリンピック・パラリンピックを
考える都民の会（新日本スポーツ連盟他、労働団体、
市民団体で構成）は、東京自治研究集会と共催で第
７回提言討論会「オリンピックと自治体行政」をエデュ
カス東京（麹町）で開催しました。講師に日本ウェルネ
ススポーツ大学の佐伯年詩雄教授を招き、東京五輪
が成功する条件を探りました。佐伯教授は、現代の五
輪では、オリンピズムの根本原則が置き去りにされ、メ
ダル至上主義に偏り過ぎていると指摘しました。本来
の五輪は根本原則にある「身体、意志と精神の調和
した全人格的な生き方の哲学スポーツと文化、教育
の融合による創造的な生き方の探求」を行い、４年間のオリンピアードで五輪運動により、根本原則の普
及と発展を行い、オリンピアードの成果を表現する平和と友好の祭典の場がオリンピックであると述べ
ました。またそれを行ったものが真のオリンピアンであり、現状の五輪はオリンピックの理念と大きくか
い離していると批判しました。大会成功の条件として、「平和と友好は促進したか」「フェアプレーとス
ポーツマンシップは示されたか」「格差是正に向けて持続的成長モデルは示されたか」「復興五輪は達
成されたか」との基準を示しました。また都民も開催都市のホストであることを自覚しなくてはならな
いと述べました。フロアからは、自治体関係者は東京五輪に向けて職員が本来の業務から五輪イベント
開催やボランティア養成等の業務を求められている窮状の報告や、教育現場ではトップダウンによる五輪

佐伯教授

教育で時間のゆとりが無くなっているとの発言、建設労働者からは、建設単価は上がったとの報道があるが、末端の現場
では、全く労働単価の引き上げはなく、ゼネコンばかりが儲けているとの発言がありました。最後にオリパラ都民の会和食
昭夫共同代表が五輪の目的や理念をどのように実現していくかが大切。平和問題の前進を考えた時に、選手に広島、長
崎を訪問してもらう事も必要なのではないか。良いレガシーを残し、五輪開催して良かったと思えるよう市民とスポーツ界
が共に手を取り合って取り組んでいく事が必要だとまとめました。

オリパラ都民の会が小池都知事に要請文を提出
11月29日に東京都が整備する3施設（海の森、アクアティク
スセンター、有明アリーナ）の4者協議の方針が出されましたが、
概ね従来の既定路線へ突き進むような内容でした。オリパラ
都民の会は、その決定に先立つ11月7日付けで、小池都知事
あてに文書で要請書を提出し、11月25日に東京都オリンピッ
ク・パラリンピック準備局と面談を行いました。要請内容は「オ
リンピック憲章と２つのアジェンダの実現」として主に簡素でコ
ンパクト、都民に負担をかけない大会をめざすことや都民のス
ポーツ要求に応えることを求め、その他「人事を刷新し、市民の参加による透明な運営と徹底した情報公開の実現」、「利
権の徹底追及と排除」、「大会開催日程の変更」を要請しました。また個別の課題として新国立競技場について、大会後、
サッカー競技施設やイベント用にトラックの縮小とフィールド部分への客席の追加建設（固定）が計画されており、陸上競
技場としての機能が無くなることを指摘。東京都としても国へ陸上競技場としての機能を残すよう働きかけるよう求めま
した。オリパラ準備局からは3人の課長が対応し、その中で、報道を見て初めて知ることもあり困惑していると回答する場
面もありました。準備局側は、「要請は承りました、今後もこのような場で話し合い都民の不信を払しょくしたい」との考え
を示しました。

東京都連盟スポーツカレンダー
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
・後期プログレスリーグ
2/1（水）東京武道館
・関東オープンレディースダブルス
2/27（月）東京体育館
■新宿区
・新宿ペアマッチ卓球大会
1/9（祝・月）新宿スポーツセンター
■中野区

2017 年 1～3 月

スキー
・2017Racing Camp in かたしな高原
1/7～9（土～月）かたしな高原スキー場
・かぐら峰周辺山スキー入門教室
1/21～22（土～日）

■練馬区
・新春３ダブルス大会
1/8（日）光が丘体育館
■大田区
・女子ペアマッチ卓球大会
1/26（木）大森スポーツセンター

・月例多摩川ロードレース
1/8（日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン
1/22 日）荒川河川敷

・第 40 回東京スキー競技大会
2/4～5（土～日）舞子スノーリゾート
・湯の丸山・山スキー教室
2/18～19（土～日）
・乗鞍岳山スキー入門教室（初心者向け）
3/11～12（土～日）

・第 53 回中野スポーツ祭典 個人戦
12/17（水）中野体育館

ランニング

・東京都連盟 第 2 回評議員会
2/4 区民ひろば朋友（予） 13：30～
・オリパラ都民の会
2020 東京五輪会場調査ツアー
2/26 (予定)
※詳細は、東京都連盟まで
TEL 03-3981-1345

～ 編集後記 ～
東京都が整備するオリパラ会場は
4 者協議で最終結論との事だった
が、有明アリーナは先送り、残りは既
定路線で落ち着きそうだ。招致が決
定してからというものずっとゴタゴタ
続き。欺瞞に満ちた招致ファイルだっ
たのだから、歪みが出てくるのは当然
のこと。招致当時はマスコミ、競技団
体も招致一色で、だれも問題点を指
摘しなかった責任も大きい。（宮内）

■多摩
・多摩ペアマッチ団体戦
2/20（月）八王子市 エスフォルタアリーナ
・MIX ダブルス＆女子年代別ダブルス
3/18（土）立川市 柴崎市民体育館

水泳
・水泳技術講習会
「楽にかっこよく泳ぐバタフライ」
1/8（日）BumB 東京スポーツ文化館
・東京水泳フェスティバル
3/11(土) 東京辰巳国際水泳場

バドミントン
■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

テニス
■練馬区
・第 29 回 NERIMA CUP
2/26（日）土支田コート
■中野区
・ニューイヤーテニス交流会
1/15（日）哲学堂庭球場

お申し込み・お問い合わせは東京スキー協まで http://www.tokyoskikyo.org

TEL・FAX 03-3971-4144 メール info@tokyoskikyo.org

