
      
 

4 月に入ったものの中々暖かい日が続かず、桜の満開も例年より遅めの東京でしたが、ようやく春らしい気候となってきまし

た。東京都連盟のスポーツ活動も春の訪れとともに活発に行っています。今回は東京卓球協、東京テニス協、東京ランニングク

ラブ、北区連盟の活動を紹介します。 

若いひたむきさが溢れる大会!! ～第５４回中高生卓球大会～ 

第 54回中高生大会は、東京武道館で中学生の個

人戦を 3月 30日に、団体戦を 31日に開催し、東京体

育館で高校生の個人戦を 31日に、団体戦を４月４日に

開催しました。高校個人戦以外は多数の断りをし、選

手のみなさんには残念なおもいをさせてしまいました。 

中高生の試合と私たち中高年の試合の違いは、得

点をとったときのことです。特に団体戦のシングルスで

は雄叫びをあげてアピールし、自分を鼓舞します。ダブ

ルスでは「オ・オ・オー」とハイタッチをして喜び合い，闘志を燃やします。ゲーム

間にはコーチのもとに行き、先にほかの選手がアドバイスを受けていれば順番

を待ちます。若いひたむきさがあふれています。また、試合終了後は全員整列

しお互いお礼をのべてあいさつします。だから試合の長い事、長い事。 

彼らは時間なんて全く気にしてません。これも私たち中高年との違いです。 

次は 55回目です。東京都連盟や東京卓球協より長い歴史があるのですが、

会場確保が厳しく、まだ未定です。準備作業の煩雑さから解放される気楽さと、

中断させてしまうことの気重さとが入り混じって、私の心は千千に乱れています。中高生の皆さんが成人後に戻ってきてくれるこ

とを願います。（東京卓球協議会 中野久美子） 

 桜の名所、小金井公園テニスコートで ～多摩春季テニス大会～ 

4 月 2 日（日）、都立小金井公園テニスコートで、多摩春季テニス大会が

開催されました。例年ですと桜吹雪の季節ですが、今回は少し早く六分咲

きで肌寒い中での大会となりました。参加者も少なく、ふた山でのリーグ戦

という組合せでした。男子 D は、常連の選手で大渡・岩井組（チーム SIPS）

が息の合った動きで総合力に勝って優勝を勝ち取りました。 

女子 Dでは、川田・東條組（BIG BOX）が同じサークルの仲間を決勝戦で押

し切って優勝しました。混合 D は、矢野・田中組（フリー）がサーブ力、ボレー

力も一枚上で圧倒し、優勝しました。 

 早く終わったので順位別対戦やコート開放もして選手の皆さんには大いに楽しんでもらいました。地元のクラブがいつも大勢

参加している大会でしたが、取り組みが遅れたことが、参加人数が少なかった要因で、どう宣伝し広めていくかが成功のカギで

しょう。次の大会に向けて教訓としていきましょう。（東京都テニス協会 村田博） 
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春風の心地よい季節

が到来しましたが、前日

から雨が降っており、第

37 回春季陸上競技大会

（駒沢オリンピック公園陸

上競技場）の４月８日（土）

は、小雨の降る中での開

催となりました。今大会は、

中高生、一般も含め、500

人を超える参加者を数え、

今までの常連団体の他に

初参加の団体が 4団体あり、主催者としては有難く思います。 

（株）大塚製薬工場の協力により、選手の皆さんへ参加賞の１つとして「OS１」のペットボトルを提供していただきました。脱水時

の体への吸収力が良いということで、選手達には非常に好評でした。 

小雨でも気温が高くなるとの予報でしたが、気温は上がらず涼しい気候で、砲丸投げ、走り幅跳びなどのフィールド競技は、

雨模様だと多少不利になりますが、トラック種目においては、好記録、新記録が出たよ

うです。 

これからも大会を継続していくには、参加者が第一でまた役員、審判員の皆さまの

協力があって開催することができます。陸上競技をただ開くだけでは参加者に飽きら

れてしますので、参加者はじめ、役員、審判委員の意見を取り入れて今後につなげて

いきたいと考えております。東京 RCとしましては皆さんの応援あっての大会ですので

今後とも宜しくお願いします。（東京ランニングクラブ 佐藤正美） 

 

４月 16日（日）荒川河川敷でふれあい赤羽駅伝が開催さ

れました。天気予報では 25℃を越える予報があり、4月として

は暑い気候の中で、106チームが駅伝を楽しみました。 

 男子の部は大会 2連覇中の「都筑ふれんず」が、3連覇を果

たすか注目される中スタートしました。1区でこそ、3位とほか

のチームに先行を許すも 2区でトッ

プに立つとそのまま 1位の順位を譲

らず見事 3連覇を 1時間 9分 12

秒のタイムで果たしました。 

 女子の部は「青春ランナーズ」が 1

区からトップを走り、4区こそ区間賞を「さいたま市陸協チーム」に譲ったものの、終始トップを走り

2位以下に 6分近い差をつけ独走の優勝を飾りました。 特別賞には、毎年多くのチームで参加

している「旭化成チーム」に特別賞としました。 今年は季節外れの陽気となり、熱中症が心配さ

れましたが、無事大きなけがもなく大会を終えることができました。（北区連盟 藤野哲郎） 

 

 

 

3連覇の都筑ふれんずの皆さん 



運動を前進させ、より大きな組織へ!！ ～47期の理事会がスタート～ 

 ４月１０日（月）に東京都連盟事務所にて４７期第１回理事会が開催されました。３月の総会で１５０００人の組織へ向けてそれぞ

れの組織が課題を克服して前進していくことが確認され、その議案に基づいた活動を行う、新たな理事で東京都連盟船出が始

まりました。自己紹介の後、各理事から総会の感想、意見が出され今後の活動をどのように行って行くか議論されました。以下

に、意見感想を抜粋して紹介します。 

１、１5000 人の組織拡大は、目標だけにならないよう東京都連盟は、都民のスポーツ要求に応える役割やその意義について考え

討論していくことが必要だ。 

２、前期も各組織様々な活動で奮闘した報告があったが総会議案と、かみ合ったものが少なかった。日々の活動では何かしらの

変化は必ずあるので、そういったことに目を向けて、前進にむけて活動することも大切。 

３、理事会で種目や地域の活動報告や情報共有する場が少ない。大会や行事は盛り上がっているが加盟数が増えない。他組 

織の活動も参考にしたい。 

４、自分の組織の仕事はするが、会議は嫌いという人が多いことが悩み。このことは、世代継承にも影響している。施設が取れこ

とが当たり前になり、勝ち取ってきた歴史を忘れてしまっている面がある。運動面の歴史などを勉強会等で新たに入ってきた人

たちに教え伝えていくことも重要な課題。 

 

 

東京反核平和マラソンの季節が近づいてきました。被爆、終戦から７０年以上経ちました。しかし依然として、世界各地では紛

争は絶えません。戦争、核兵器の悲惨さに警鐘を鳴らし、「二度と戦争

を起さない」、「非人道的な核兵器は廃絶を」と声をあげ平和を求め

る運動は、「スポーツは平和とともに」を掲げるスポーツ連盟の重要な

活動の 1つです。今年も「スポーツは平和とともに」「核兵器廃絶」の

スローガンを掲げ、７月 22日（土）に開催することが決定しました。夢

の島、杉並区役所、大田区役所、北区役所の都内 4か所から出発し

て代々木公園を目指します。反核平和マラソンは、競走ではなく、参加

者みんなで、約 18キロのコースを「反核平和」をアピールしながらゆっ

くり走ります。東京都連盟主催行事として、全組織で参加者、サポー

ターを募り、第２２回東京反核平和マラソンを成功させましょう。 

東京反核平和ウォーキングは７月１６日（日）に開催！！ 

７月１６日（日）には、JR拝島駅から横田基地第５ゲート付近のフレン

ドシップパークまで、約 5ｋｍのコースを「反核平和」を訴えて歩く東京

反核平和ウォーキングを開催します。フレンドシップパークでは、毎月第

３日曜日に横田基地の撤去を求める集会が開かれており、ウォーキン

グ終了後に参加します。走るのはちょっと・・・という方、歩いて「核兵

器廃絶」と「スポーツは平和とともに」をアピールしてみませんか？ 

東京反核平和マラソン・ウォーキングのお問い合わせは東京都連盟までお気軽にどうぞ（TEL：03-3981-1345） 

第 50回総会で選出された理事の皆さん 中央は新任の石井文紀理事 



 

２０２０東京五輪開催に向け、私たち

が日頃利用しているスポーツ施設が使

えなくなるなど影響が出始めている。

都立をはじめ各地域のスポーツ施設

が改修工事をしたり、各国の選手のキ

ャンプ地として利用するためだ。行政

は、市民のスポーツ場所を確保しなく

てはならないのは言うまでもない

が、、、その姿勢は全く見られない。市

民スポーツをないがしろにしていては、

「東京五輪でスポーツ振興を!!」など夢

のまた夢である。東京都連盟は今後

東京都などへもスポーツ施設の利用

について要請していく。（宮内） 

 

 
 卓球                    

・綾瀬レディースーストリオマッチ 

6/5（月）東京武道館 

・ラージボール大会 

6/6（火）東京武道館 

・全国大会/女子年代別個人戦 都予選 

 6/24（土）戸田市スポーツセンター 

・第 32回ハローレディース卓球大会 

 7/5（水）東京体育館 

・全国大会/女子一般団体戦 都予選 

 7/22（土）大森スポーツセンター 

・全国大会/女子年代別団体戦 都予選 

 7/22（土）大森スポーツセンター 

・全国大会/男子年代別団体戦 都予選 

 7/29（土）柴崎体育館 

・ＭＩＸ団体卓球大会 

 8/19（土）稲城市総合体育館 

■北区  

・春季シングルスプログレス大会 

 6/18（日）赤羽体育館 

■板橋区  

・板橋オープンダブルス大会 

 7/17（日）赤塚体育館 

■練馬区  

・夏季卓球大会 MIXダブルス 

 6/4（日）中村南スポーツ交流センター 

■新宿区  

・トリオマッチ卓球大会 

 7/23（日）新宿スポーツセンター 

■中野区  

・中野ダブルス大会 

 6/17（土）中野体育館 

■世田谷区  

・男子・女子シングルス P リーグ 

 6/2（金）世田谷区総合体育館 

■城南  

・城南ブロック男女シングルスＰリーグ 

 7/14（金）大森スポーツセンター 

■町田  

・町田オープン ABC=XYZ大会 

 6/20（火）町田市立総合体育館 

■多摩  

・多摩ハッピーカルテット団体戦 

 7/7（金）立川市 泉市民体育館 

 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 19回ナイター陸上競技大会 

 7/8（土）江東区夢の島競技場 

 水泳                    

・東京辰巳水泳大会（長水路） 

 6/4(日) 辰巳国際水泳場 

・東京・海の教室 

 8/4（金）～6（日）館山市 北條海岸 

■中野区  

・水泳記録大会 

 6/4(日) 中野区立鷺宮体育館 

 バレーボール             

・東京都６人制男女バレーボール大会 

 女子 8/26（土）北本市体育センター 

 男子 9/18（月祝）北本市体育センター 

■北区   

・春季バレーボール大会ミックス大会 

１部予選 7/9（日）桐ヶ丘体育館 

２部予選 7/9（日）滝野川体育館 

３部予選 7/16（日）赤羽体育館 

４部予選 7/16（日）堀船小学校 

１～３部決勝 7/30（日）赤羽体育館 

４部決勝 8/27（日）滝野川体育館 

 サッカー                 

■北区   

・サッカーリーグ戦 

 6/4（日）18（日）25（日）荒川サッカー場 

 バドミントン               

・赤羽オープンバドミントン大会 

 6/17(土) 北区赤羽体育館 

■板橋区  

・板橋春季大会 

 6/3（土）赤塚体育館 

 

■練馬区  

・練馬スポーツ祭典バドミントン大会 

 8/13(日)8/19(土)光が丘体育館 

 テニス                   

・2017駒沢オープン団体戦 

 6/4（日）駒沢オリンピック公園 

■北区   

・春季平日大会 

 6/1（木）桐ヶ丘コート 

・春季女子団体戦 

6/4（日）新河岸川コート s 

■練馬区  

・練馬スポーツ祭典テニス大会 

 7/22（土）23（日）30（日）土支田庭球場 

 ウォーキング             

・武蔵野の面影残る平林寺 

6/11（日）東武東上線柳瀬川駅 9:45集合 

・のりのふるさとを訪ねて 

6/24（土）JR大森駅 9:45集合 

 剣道                   

・春季スポーツフェステバル剣道大会 

6/25（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 2017年６～８月 

～ 編集後記 ～ 


