
   

約 200名の参加者で熱戦が繰り広げられる！！～剣道大会～ 

6月 25日（日）に東京武道館第二武道場で第１４回東京春

季スポーツフェスティバル剣道大会が開催されました。東京

都連盟主催の剣道大会は春と秋に２回開催していますが、ど

ちらも毎回定員を大きく上回り、多くの剣道愛好家に喜ばれ

ている大会です。今回も都内、都外の高校、大学、道場、企業

の剣道愛好家が集まり、学生から社会人２００人近くが参加し、

剣を交えました。試合形式は個人戦、団体戦ともにリーグ戦

を行ってからのトーナメント戦となるため、最低でも 2 試合が

保障されているところもこの大会の魅力です。 

団体戦では一般男子の部、女子の部で國學院大学から計

12 チームエントリー。非常にレベルの高い試合内容で、他団体

を圧倒し、前述 2 部門の優勝、準優勝、第三位を独占しました。

今回、高校生は中間試験と日程が重なってしまった学校が多

く、エントリーが少ない中、早稲田高校 A チームが、都立六郷

工科高校と熱戦を演じ優勝を勝ち取りました。 

次回は 10 月 22 日（日）に同会場で開催されます。自身の

腕試し、また剣を通じ交流、友好を深めに多くの方のご参加

お待ちしております。（宮内泰明） 

小学生から８０歳代まで約５００名が参加～東京辰巳水泳大会～ 

6月 4日（日）に東京辰巳国際水泳場にて辰巳水泳大会が開催されま

した。種目は 50ｍから 1500ｍまでのおよそ 900レース、そして小学生から

80歳代までの幅広い年代の方々が参加されました。年々レベルがあがり、

今年も大会記録・大会新記録が数多くうまれました。特にここ数年小学

生、中学生の年代が多くなったように感じます。 

また、競技役員のほとんどが、参加団体の協力からなり、ほんとにスポ

ーツをする人が主役でありながらも、支える人となっています。いろいろな

年代が同じ場で競い合い、参加選手と役員が力を合わせて大会を作り上げていく、これが私たちの大会なのです。 

２０２０年の東京オリンピックでは、ここ辰巳国際水泳場は水球の競技場として使用されます。競泳、飛び込みシンクロそ

してパラリンピックなどはこの近くに建設されるアクアティクスセンターで開催されるようです。私たちがスポーツを楽しむ

場としてのレガシィになってくれることを祈念しています。 

 ちなみに、ここ辰巳国際水泳場では、２００８年ジャパンオープン男子２００ｍ平泳ぎで世界新記録を樹立した北島康介選手

の記念プレートが第４レーンにありますが、今年の東京都選手権大会で世界新記録をマークした渡辺一平選手の記念プレ

ートも並びました。（東京水泳協議会 穴原康子） 
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レベルの高い試合で活躍した國學院大學の皆さん 



種目・地域をつなぎ悩みを解決！！ ～全国連盟 組織拡大交流会議開催～  

 

６月３日、４日と２日間、豊島生活産業プラザで

全国連盟主催の組織拡大交流会議か各都道

府県のスポーツ連盟関係者が約６０名集まり、開

催されました。東京都連盟からは中野区連盟、

東京水泳協議会関係者らが参加しました。スポ

ーツ連盟は、10数年来「現状維持」している状況

であり、これを打開するために、全国の知恵と力

を結集し、前進へ転換させる大きな流れを作り

出そうとの目的で開催されました。初日は、前進

している組織（徳島MIXバレーボール協、全国卓

球協）問題を抱えている組織（全国サッカー協、

北海道テニス協）からの報告がありました。特に北海道テニス協からの最年少２５歳の佐々木さんからの切実な思いは会

場全体を引き付けました。運営の担い手がおらず、組織の解散の危機との内容は、その後の分散会をはじめ、組織拡大交

流会議全体で活発な議論がなされ、解散はさせてはならない、全国のみんなで支え合って見守ろうとの意見が多く出さ

れました。 

報告会後の分散会では５人程度の７つのグループに分かれ、組織の１０％増に向けて何が必要か？組織拡大への課題、問

題点をあぶり出す」をテーマに、ディスカッションを行いました。 

    ＜大会運営の工夫＞ 

・土日に限らず、シニア層を対象とした平日の行事を行うこと・加盟員のみの大会を設けること 

・加盟員を優先的に申込受付をするシステムにすること・質の高い大会を開催すること。 

・レベルの高い審判の協力を得ること。 

  〈新しい組織づくり〉 

・出前大会を行うこと。・都道府県連盟が新しい種目にチャレンジすること。・他の競技団体との協力を求め、 

話し合いの場を持つこと。 

〈施設確保〉 

・学校や企業の施設利用の働きかけを行うこと。・自治体の後援によるメリットを活かすこと。 

〈組織運営〉 

・ベテラン役員が若手に協力しながら、前進すること。・コミュニケーションを使って世話役をつかむこと。 

・種目の運営が会員にわかるようすること。・役割分担して、各部門で会員の協力を得ること。 

・クラブ練習会、初心者教室、中高生対象など多様な行事を行うこと。 

   〈分担金の在り方〉 

・会員が納得して活動に参加できるよう、分担金の流れを明確にすること。 

・加盟団体の運営に負担がかからない分担金制度にすること。 

   〈広報〉 

・スポーツ連盟を熱くアピールすること。・ゆるキャラなど、スポーツ連盟の新しい PR方法を練ること。 

・「ひろば」やリーフレットを大会の時に宣伝すること。・スマホに対応したホームページをつくること。 

・フェイスブックなどＳＮＳを活用すること。 

 〈クラブづくり〉 

 ・核となるメンバーを３人集めること。・後継者作りを意識すること。・交流会などで、会員の話をよく聞くこと。 

他にも他種目とも意見交換してつながりを作ることや、“熱くなれ”に限る、人と人のつながりを大切にし、フレンドリーな

関係を広げることなどたくさんの意見が出されました。 



  

 

２日目は、各種目のブースに参加者が分かれ

て、現在抱えている課題の改善や新たな活動

の展開にむけて話し合う「大相談会」を実施。

種目組織と都道府県連盟が協力して活動を行

うための第一歩として、協議する場となりまし

た。東京都連盟としては、東京サッカー協議会

の立て直しの模索と東京バレー協議会再建が

課題となっています。東京サッカー協議会につ

いては、その後加盟クラブメンバーや役員と東

京都連盟理事会との懇談の場を設けることが

必要とのことが理事会でも議論され、今後取

り組んでいきます。 

 こうした２日間の会議を終えて、全国連盟の和食昭夫会長は「熱心な討論により、前進に向かう一歩となった。たくさ

んの課題が出たが、こうした会議を都道府県連盟、全国種目組織で行うことも必要ではないか。また、全国の会議のあ

り方についても改革を検討したい。それぞれの課題を解決していきながら、スポーツ連盟のメリットを作り、共通理解を広

げられればと思う。今後は、課題を抱える組織を対象としたプロジェクトを作るなど、具体化を進めたい。スポーツ連盟は、

人のつながりがあってこそ。大変な時に、皆を信頼して頑張ることが大切だ」とまとめました。 

 

 

 

 

11月23日（木祝）に第７回ゆりかもめリレーマラソンが開催されます。この 

ゆりかもめリレーマラソンは、東京反核平和マラソンと並び、東京都連盟が主

催・主管する行事です。普段はそれぞれの地域や種目で活躍されている皆さ

んに協力していただき、ランナーのみならず、多くのスポーツ愛好家が「参加

して良かった！！」と思える大会づくりを行っています。今年も各組織の皆さん

とともにリレーマラソンを成功させたいと東京都連盟は考えております。 

 チラシの配布の準備も進み、募集告知を開始、ただいま参加者絶賛大募

集中！！です。ランニング仲間はもちろん、職場や学校、

スポーツクラブでの仲間、ご一家や親戚同士等々、

大人から子供までみんなで楽しく 1周約 1.3kmの

コースで４２．１９５ｋｍを仲間とタスキでつないでみま

せんか？会場はゆりかもめ「有明駅」徒歩 1 分のと

いうアクセス抜群の東京臨海広域防災公園です。

大会終了後には隣接するバーベキュー場で打上げ

もできたり、防災体験学習施設のある「そなエリア」

で防災に対する知識を深めることもできます。スポ

ーツの秋がはじまります！！たくさんの方のご参加お

待ちしております！！定員は 150 チームです。お申込みはお早目に。申込み締め切りは 10 月 31 日（土）

です。また当日、走路誘導や周回確認等のお仕事をしていただくボランティアも同時募集中です！！ 

リレーマラソンについては、東京都連盟事務局（TEL 03－3981－1345）までお気軽にお問合せ下さい。 

種目や地域連盟の力で成功させよう！！ 

第７回ゆりかもめリレーマラソン 



梅雨入りしてもあまり降らないと

思っていましたが、九州では大災

害です。 

気象庁のコメントで、50年に一度

とか、今まで経験したことのないと

いう表現が多くなっていると思い

ます。災害に備えるだけではなく、

その原因を追究することが人間の

知恵ではないでしょうか？スポーツ

も根性論ではなく、科学的に考え

られるようになりました。そしてより

楽しさを追求できると思います。 

（小林章子） 

 

 

 
 卓球                    

・ＭＩＸ団体卓球大会 

 8/19（土）稲城市総合体育館 

・関東オープン中高生卓球大会 

 8/29（火）30（水）東京体育館 

・第 14回ハッピーカルテット団体戦 

 9/11（月）東京体育館 

・第 29回 ＭＩＸ＆女子ペアマッチ 

 10/30（月）東京体育館 

■北区  

・北区スポーツ祭典 ダブルス大会 

 8/6（日）滝野川体育館 

■板橋区  

・レディースシングルス大会 

 10/24（火）上板橋体育館 

■新宿区  

・第 11回 ABC＝XYZ卓球大会 

 9/18（祝）新宿スポーツセンター 

■中野区  

・ハッピーカルテット大会 

 9/16（土）中野体育館 

・中野スポーツ祭典 団体戦 

 10/7（土）中野体育館 

■世田谷区  

・第 71回世田谷オープン卓球大会 

 9/2（土）世田谷区総合体育館 

■練馬区  

・第 35回年齢別ペアマッチ大会 

 10/14（土）光が丘体育館 

・練馬スポーツ祭典 男女別団体戦 

 10/21（土）光が丘体育館 

■多摩  

・第 12回多摩ジュニア団体戦 

 8/2（水）立川市 柴崎市民体育館 

・多摩 ペアマッチ大会 

 8/13（日）柴崎市民体育館 

・多摩レディース ３ダブルス大会 

 10/11（日）柴崎市民体育館 

■町田  

・町田オープンダブルス P リーグ 

 9/21（木）町田総合体育館 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

 8/11（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 8/25（日）荒川河川敷 

・東京スポーツ祭典陸上競技大会 

 10/1（日）駒沢公園陸上競技場 

 水泳                    

・東京・海の教室 

 8/4（金）～6（日）館山市 北條海岸 

・第 8回オールエイジ水泳大会 

 10/1（日）東京辰巳国際水泳場 

 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   

・春季シニア大会 

予選 8/6（日）赤羽体育館 

決勝 8/10（日）桐ヶ丘体育館 

 テニス                   

■北区   

・北区スポーツ祭典女子ダブルス大会 

 9/3（日）新河岸川コート 

・北区スポーツ祭典男子ダブルス大会 

9/17（日）新河岸川コート 

■練馬区  

・チーム対抗団体戦 

8/19（土）20（日）27（日）土支田庭球場 

 野球                    

・大田スタジアムワンデー大会 

9/18（祝）大田スタジアム 

 ソフトボール              

■北区   

・北区スポーツ祭典ソフトボール大会 

10/22（日）中央公園野球場 

 バドミントン               

・東京スポーツ祭典バドミントン大会 

 8/5(土) 北区桐ヶ丘体育館 

・城北オープンバドミントン大会 

 8/19(土) 北区滝野川体育館 

■荒川区  

・第６回荒川スポーツ祭典混合ダブルス 

 8/12（土）荒川総合スポーツセンター 

■練馬区  

・練馬スポーツ祭典バドミントン大会 

 8/13(日)19(土)光が丘体育館 

 サッカー                 

■北区   

・北区スポーツ祭典サッカー大会 

 8/6,20,27（日）荒川サッカー場他 

 ウォーキング             

・御岳山（花を見に行く） 

8/26（土）青梅線御嶽駅 9:45集合 

・玉川上水の歴史を知ろう 

9/2（日）青梅線 羽村駅 9:45集合 

・森林公園 ケイトウの花がいっぱい 

10/8（日）森林公園駅 9:45集合 

 スキー                  

・2017スキーセミナー 

9/30（土）会場 池袋周辺を代知恵 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2017年 8～10月 

～ 編集後記 ～ 


