
９月２日のｳｫｰｷﾝｸﾞから始まった第５４回東京スポーツ祭典。秋も深まりスポーツしやすい気候になりました。今回は水泳、

陸上、卓球、剣道の 4種目の様子をお伝えします。 

老若男女 536名が参加！！ ～第 8回オールエイジ水泳大会～  

第 8回オールエイジ水泳大会が 10月 1日

（日）に東京辰巳国際水泳場で開催されまし

た。 

この大会は小学生から参加できる大会です。

まさに老若男女の集まる大会です。小学生ス

イマーは可愛いですね！見ているだけで「笑み」

がこぼれます。参加実人数 536 名、種目参加

延べ人数 926 名、リレー126 チームで過去最

多の参加者でした。天候不順で寒暖の差が激

しく、体調を崩した人が多いのではないか？と心配していました。棄権者延べ人数は 57 名、リレーの棄権が 1 チーム、棄権

率６％強で、思ったよりも少なく、一安心でした。皆さん元気に泳ぎ切り、招集担当者として評価出来る、好い大会でした。

（東京水泳協議会運営委員・杉本） 

１００ｍ走から槍投げ、高跳び、三段跳まで！！～東京スポーツ祭典陸上競技大会～  

第 54回東京スポーツ祭典陸上競技大会は、10月 1日に駒沢オリンピック公園

陸上競技場で開催しました。今年度は、4月の春季陸上大会、7月のナイター陸上

競技大会に続き東京ランニングクラブでは本年、3 回陸上競技大会を開催しまし

た。 

この日は朝から天候に恵まれ、暖かくなり、中高生から社会人まで多数の選手

に参加していただき有難く、大変感謝いたします。槍投げ、走り高跳び、三段跳び

は今大会だけの種目であり、東京スポーツ祭典の特徴となっております。この種

目は今後も継続していく考えです。その走り高跳びでは、２ｍ８ｃｍの大会新記録が

出ました。 

他の種目でも 3 つの新記録が出て、大いに盛り上がりました。今大会は日曜日

と重なったこともあり、審判、競技役員の確保が大変で役員担当者には苦労をか

けてしまいました。 

大会全体としてはトラブルも少なく、良い大会でした。今後の大会では更に改

善して選手の皆さんに喜ばれるよう、運営委員のメンバーと努力していきます。こ

れからも皆様のご助力宜しくお願い致します。（東京 RC 佐藤正美） 
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 向上するという意味の「PROGURESS」リーグ～東京卓球協議会～    

ＰリーグはＰＲＯＧＲＥＳＳ＝向上のこと、つまり「向上するリーグ戦」

のことだ。向上するためには何が良いか。実力伯仲の人との練

習・試合が良いのではないか、勝負よりも修行の場を、と考えて

始めた。レーティングシステムに近い。7～8 人でリーグ戦をやるこ

の試合方式は今、東京・神奈川で人気がある。平日にやるので

男子は同じ人が多い。東京で当たり、神奈川でもまた、というこ

とがままある。同じ力の人といっても、その時のエントリー次第で

ブロックの１番と７番では差があるけれど、その７番の私が大当た

りで1番のＳ君に勝ったことがある。「参ったな、おれ25年間位く

らい 60才以上の人に負けたことないんですよ、まいったな」と言

われ、しきりに誉めてくれた。でも次に当たったときには前回効い

たサーブを完璧に封じられ手も足もラケットも出なかった。どうや

っておれを攻めたのか訊いた。「この間のことがありますからね。

岩本さんのあのサーブはこうだから、こうやって返す、コースはこ

こ。そうするとこうなって年配の人にはよく効く。自分でもやって

みてください（ここは企業秘密！）」と親切に教えてくれた。そのア

ドバイスを他の試合で思い出しピンチをしのいだことが何度かあ

る。リーグ戦は相手と仲良くなっていろんな話が聞ける、教えても

らえる。それも楽しみだ。 

最近の私は１部 6位➡2部 5位➡3部 4位。向上どころか奈落の底へ一直線だ。なんとかしなくてはいけない。Ｐはペケ

のＰではない、ピンチのＰでもない、プログレスのＰなのだから。（東京卓球協・岩本 英） 

 過去最多の４３団体が参加！！～第５４回東京スポーツ祭典剣道大会～  

10月 22日（日）に東京武道館第二武道場で第 54回東京ス

ポーツ祭典剣道大会が開催されました。東京都連盟が主催す

る剣道大会で、回を重ねるごと初参加の道場、学校、団体が増

え、本大会も 200 名近くの参加者で個人戦、団体戦で熱戦が

繰り広げられました。毎回好評なのが 3 名～4 名でのリーグ戦

からトーナメントへ進む試合形式で、参加選手には、最低 2試合

が保障されています。また今回からは、参加者の多い個人戦の

一般男子二段以上の部を 39 歳以下と 40 歳以上に分け、より

実力の近い選手同士が対戦し、楽しめるよう部門を増やしまし

た。同様に団体戦一般男子の部も、参加選手 3 名の合計年齢

で、119 歳以下の部と 120 歳以上の部に分け個人戦同様に、

より伯仲した試合が楽しめるよう内容を変更しました。参加選

手からは、「素晴らしく楽しかった」「次回はもっと仲間を連れて

参加したい」と好評でした。審判からは「二刀流の選手も多くワ

クワクしてしまう試合内容だった」との感想もありました。 

東京以外の他県からの参加者も多く、普段は剣を交えるこ

との無い地域の選手同士と交流の場にもなっているとの声もあ

りました。次回は２０１８年５月２７日（日）に同じく東京武道館で開催します。（宮内泰明） 

 

一般男子１１９歳以下の部で優勝した西部有志会の皆さん 



 

 

 

10 月 21 日(土)、種目を越えた

交流を目的に、北区連盟&東京都

連盟共同企画として「テニス交流

会」を予定していましたが、惜しく

も雨。代わりに三恵ボウル赤羽で、

ボウリング交流会を実施しました。 

 参加者は、20代２名、40代２名と、

前日に還暦を迎えたばかりの大

平さん（北区連盟理事長）の５名。

アベレージ１００点未満の私以外は、

１点を争う僅差の戦いに…。中でも、北区バレー協の石澤さんは「２２２点」というハイスコアを出し、「自己新記録だぁ」と喜ん

でいました。 

 スポーツ連盟のスタッフでも「自分の種目以外のことはよくわからん」という方、多いと思います。しかし、何か困ったとき

などに、他の種目とも協力して活動できるのが、スポーツ連盟の良いところ。横のつながりを作るためにも、今後もこうし

た交流会を旺盛にできればと思います。（佐藤信樹） 

 

 IOC ロックスバーグ氏と 4度目の面談 ～オリパラ都民の会の活動～ 

2020 オリンピック・パラリンピックを

考える都民の会は、10月5日（水）に大

会組織委員会内で IOC 広報担当者の

ロバート・ロックスバーグ氏と 4 度目の

面談をしました。スポーツ連盟からは和

食全国連盟会長、萩原都連盟理事長、

小林章子都連盟副理事長が参加しま

した。 

今回は、大会準備で起きている問題

点を訴えて、ＩＯＣから大会組織委員会

や東京都に勧告や指導を強化するよう

に要請しました。とりわけ、今回の全体

の大会経費の詳細内訳が都民に公開

されておらず、経費が膨張し続けてい

ることに都民は何も要望できない状態

にあることを早急に解消すること、また、

少なくとも２０００億円から３０００億円が

赤字になることから、ＩＯＣ自身が２０００億円は負担すべきであると指摘しました。また、晴海の選手村予定地が、周辺の公

示地価の１０分の１という価格で売り渡し、都民の財産を約１０００億円も投げ捨てたことになり、こんな不正が行われている

ことを正すようＩＯＣからの強い勧告をすべきであるとお願いしました。 

 大会経費を削減して大会運営をすることは、ＩＯＣとしてもオリパラ都民の会と同じ考えであることを確認し、今年の１２月に

来日するときは、また友好的な話し合いをすることを約束して、懇談を終了しました。 

優勝した JOYの選手 

オリパラ都民の会が、IOCはじめ東京都、大会組織委員会へ求めている内容 



～ 編集後記 ～ 

 

東京五輪まで 3年を切りまし

た。都内のスポーツ施設は五輪

開催のための改修工事が始ま

り、2020年秋まで使えない施

設も出てきています。 

もともとスポーツ施設の少ない

東京都。そんな状況下では、招

致の資格なし！！と声を上げたス

ポーツ連盟。強引な招致は、五

輪で市民スポーツを圧迫すると

いう矛盾を生じさせています。 

今後も東京都連盟では代替え

施設の交渉、施設増設、スポー

ツ予算増などを求める運動を

進めていきます。 

（宮内泰明） 

 

 
 卓球                    

・2017年度後期プログレスリーグ 

 12/5（火）東京体育館 

・第１回トリオマッチ卓球大会 

 2/5（月）駒沢体育館 

・2017年度後期プログレスリーグ 

 2/15（火）東京武道館 

■練馬区  

・新春３ダブルス大会 

 1/7（日）光が丘体育館 

■中野区  

・中野クラブ交流大会 

 1/6（土）中野体育館 

■板橋区  

・初冬ダブルス大会 

 12/9（土）上板橋体育館 

■新宿区  

・新宿MIX＆女子ペアマッチ卓球大会 

 1/14（日）新宿スポーツセンター 

■大田区  

・大田オープン女子ペアマッチ 

 1/23（火）大森スポーツセンター 

■世田谷区  

・男子・女子ペアマッチ大会 

 12/12（火）世田谷区総合体育館 

■城南  

・男子・女子シングルスＰリーグ 

 1/9（火）大森スポーツセンター 

■多摩  

・多摩ダブルスＰリーグ 

 2/14（水）立川市 柴崎市民体育館 

■町田  

・町田卓球協 10周年記念大会 

 2/10（土）町田総合体育館 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

 12/9（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 12/23（日）荒川河川敷 

・第 16回検見川クロスカントリー大会 

 12/17（日）東京大学検見川総合運動場 

 水泳                    

・第 18回中長距離大会 

 12/23（祝）東京辰巳国際水泳場 

 テニス                   

■北区   

・北区スポーツ祭典初心者大会 

12/2（土）桐ヶ丘コート 

・北区スポーツ祭典シングルス大会 

12/10（日）桐ヶ丘コート 

■板橋区   

・壮年女子ダブルス大会 

 12/16（土）新河岸コート 

・新春男子ダブルス大会 

 1/6（土）新河岸コート 

■練馬区  

・第 24回ウイークデイマッチ 

12/7（木）夏の雲庭球場  

 バレーボール             

■板橋区   

・レディースバレーボールオープンリーグ大会 

12/3（日）赤塚体育館 

・Mixバレーボールオープンリーグ大会 

12/16（土）赤塚体育館 

■北区   

・北区スポーツ祭典ミックス大会 

（予選） 

１部 11/5（日）西浮間小・十条台小 

２部 12/ 3（日）赤羽体育館 

３部 12/17（日）赤羽体育館 

４部 11/19（日）西浮間小 

（決勝） 

1~4部 12/24（日）赤羽体育館  

 バドミントン               

■荒川区  

・荒川スポーツ祭典年末混合ダブルス大会 

 12/30(土) 荒川総合スポーツセンター 

・荒川スポーツ祭典ダブルス大会 

 1/6(土) 荒川総合スポーツセンター 

■杉並区  

・杉並スポーツ祭典バドミントン大会 

 12/10(日) 妙正寺体育館 

■板橋区  

・板橋スポーツ祭典高校生オープン大会 

 12/26(火) ２８(木)上板橋体育館 

■新宿区  

・第 39回新宿団体リーグ戦 

 12/23（祝) 新宿スポーツセンター 

■北区  

・北区スポーツ祭典バドミントン大会 

 12/23（祝) 桐ヶ丘体育館  

 サッカー                 

■北区   

・北区スポーツ祭典サッカー大会 

 12/3,17(日）荒川サッカー場 

 ウォーキング             

・「松の廊下・刺傷事件」和解の道を歩む 

12/16（日）新井薬師駅 9:45集合 

・谷中の七福神を歩く 

1/6（土）ＪＲ田端駅 9:45集合 

 スキー                  

・2017テクニカルフェスタ 

12/15（金）-17（日）志賀高原 

・越年ファミリースキー 

12/29～1/3 田沢湖スキー場 

・第２回初級・中級指導員研修会 

1/13（土）-14（日）舞子スノーリゾート 

東京都連盟スポーツカレンダー 2017年 12月～2018年 2月 


