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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。

11 月 23 日（木祝）に東京臨海広域防災公園で第 7 回ゆりかもめリレーマラソンが開催されました。朝から雨模様で、ス
タッフの準備している時間帯も時折雨足が強くなり、スタート後の天候が気になりながらの幕開けでした。天気予報では
スタートする頃には上がる見込みでしたが、その気配は感じられず、30 分繰り下げてのスタートになりました。90 チームのエ
ントリーがありましたが、雨と寒さで棄権チームも多く 64 チームが完走しました。レースは小学生から 80 代のランナーズ表
彰者まで、様々な編成のチームで、それぞれが楽しみながら 42.195km のタスキをつなぎました。リレーゾーン周辺は、自身
のチームへの声援で熱気を帯びていました。ゆりかもめ４６（一般の部）が、2 時間２５分２７秒の 1 着でゴール。2 着は横浜商
業高校陸上部の STEP BY STEP（男女混合の部）が 2 時間 32 分 54 秒でゴールしました。各部門の入賞とランダムにも
らえる飛び賞の賞品は、恒例の北海道の農産物と海産物。チームメンバーでそれぞれ分け合って楽しい思い出を胸に大会
は、無事終了しました。来年も 11 月２３日（金祝）に同会場で開催予定です。

一般の部 1 位のゆりかもめ 46 の皆さん

男女混合の部 1 位の STEP BY STEP の皆さん

108 団体 821 名のレースを裁く！！～全国兼東京年齢別水泳大会を終えて～
１１月３日、水泳協議会が開催する競技大会としては
最大の、全国兼東京年齢別大会に、副審判長として参
加し、審判長を補佐しながら、大会の競技が競技規則
に則って進行するように統括する任務を担いました。
大会は、１０８団体８２１名が、個人種目に１３１４名、リレー
に２３４チームにエントリーした選手たちが、辰巳国際水
泳場の５０ｍプールを横使いにした２５ｍ短水路で、それ
ぞれの泳力を競い合いました。競技開始は予定より若
干遅れた９時５１分に開始しました。審判長の任務は、選
手が席に着いたことを確認し、通告員に合図を送って
通告が行われる時点から始まります。棄権等も含めて、
通告通り選手がそろっていることを確認し、全ての計
時員の準備ができているとの計時主任の合図を見て、折り返し監察員、泳
法審判の配置を確認したら、ホイッスルをピッ・ピッ・ピッと、短く連続して
吹き、選手をスタート台に向かわせます。次に、ピーッと、長く引き伸ばして
吹き選手をスタート台に上がらせ、全選手がスタート台に上がったところで
右腕を水平に上げ、出発合図員にスタートの瞬間を委ねます。
最初のホイッスルを吹くときは、どの大会でも大変緊張しますが、特に、
エントリー数の多いこの大会では、余計、緊張しました。プログラムの１番目
の、第１組を通告してから１７時２７分の終了予定時刻までの７時間半の間に、
２１０組、人数の関係で同一レースになる６組を考慮すると、２０４組をスタート
させなければなりません。この長丁場を、審判長と交代しながら務めまし

ＯＳＣ代表者による選手宣誓

た。それも、できる限りプログラムのタイムスケジュールに沿って進行させなければならいので、時
には、意に反した措置もとらなければなりませんでした。選手にとっては折角の晴れ舞台である、国
内最高峰の辰巳のプールを使ってのレースですから、一人一人丁寧に通告し、観客席の声援に応
えさせる時間も与えてあげたいのですが、競技によっては、それはレースそのものよりも時間が掛
かるものです。１レースごとに、レースの激しさの余韻を静める時間も欲しいところですが、大会進行
を優先させるため、心ならずも、スタート後、競技が続いている間に、次の組の通告を始め、最後の
選手が退水したのと同時に次の組に向けてホイッスルを吹く、という場面がどうしても出てきます。
２５ｍ種目や、５０ｍ種目のように、敷居が低く、人気があって組数が多いレースで、特に、そうせざる
を得ません。ここで進行の遅れが出やすいので、大変気を使いました。途中、２０分以上の遅れが出
た瞬間もありましたが、上記のような処置で、全レースが終了したのは、予定時間より１分早い１７時
２６分でした。審判長との連係プレーが成功したとの満足感を得られました。
本大会にはリレー種目での得点の合計を競う団体賞もあり、エントリー数が膨大に増加した近年、
得点集計をして、入賞団体の表彰を行う閉会式までに時間が掛かり、見込みがないと考える団体
が、早々に引き上げて、寂しい閉会式になることが多かったのですが、今回は、従来、伝統的にプロ

開会式で競技ルールを説明する谷口さん

グラムの最後に置いていたリレー種目を、プログラムの中盤において、個人種目でフィナーレに持っていく間に集計を終えるとい
う工夫をしたおかげで、観客がいる中での表彰式を行えたことが良い締めくくりになったと思います。
（水泳クラブおやしお 谷口博）

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
優勝した JOY の選手
１１月１３日（月）に開催した理事会では、前半に臨海都民
連の市川隆事務局長を招いて、選手村投げ売り問題の
勉強会を開催しました。東京都が２０２０東京五輪の選手
村となる中央区晴海 5 丁目の広大な土地を、周辺地価
の 10 分の１の価格で大手デベロッパーに売却した経緯や
違法性を解説。売却価格は 1 平方メートルあたり 9 万６７
００円で東京の１等地銀座に近い都民の貴重な財産を、東
京都が、「土地所有者」、「施行者」として再開発を計画し、
「自分で認可」するという１人３役を演じ、土地開発法の解
釈を捻じ曲げ半ば違法、脱法的手法で業者に売り渡したこと、など多くの問題点を指摘しました。この件で、都民が都に
対して住民監査請求をしましたが、却下され、新たに住民訴訟を起こし、１１月１７日には東京地裁で初公判が開かれ、現在も
裁判が続いています。

～第 1 回評議員会のお知らせ～
20１８年 2 月 3 日（土）に第 47 期 1 回評議委員会が開催されます。今回の主な議題は、

１、1 年間の活動の総括、来期の展望等
＊組織拡大と世代継承（人材発掘）の状況と展望、工夫

２、評議員会制度の在り方について
＊全国連盟に倣って評議員会制度を導入していますが、制度を活用しきれていない状況から、評議員
会制度の在り方を討論します。

会場：生活産業プラザ 501 会議室（池袋駅東口から徒歩 5 分）
時間：13 時 30 分～17 時
上記議題についてそれぞれの組織内で良く討論を重ねたうえ、評議員の方はご参加下さい。

～お知らせ～
ランナーズ賞受賞！！
長年に渡り、市民ランナーとして模範的生活を送り、健康であることの喜びや、ランニングのすばらしさを
多くの人々に伝え、また仲間を作り、さらに地域の社会体育を考えていく、そのような地道で有意義な活
動している人、団体について、その功績を讃える賞である「ランナーズ賞」に川崎や横浜、そして赤羽、多摩
等で毎月行われている月例マラソンが、選ばれました。授賞式は 11 月 30 日に新宿のヒルトン東京ホテル
で行われ、関係者 10 名が参加。詳細は次号で！！

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・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
・スポーツ連盟卓球交流大会
2/25（日）中村南スポーツ交流センター
■中野区
・中野クラブ交流大会
1/6（土）中野体育館

2018 年 1～3 月

■練馬区
・女子男子クラブ団体戦
1/28(日)男子 土支田コート
2/4(日)女子 土支田コート

ランニング
・月例多摩川ロードレース
1/14（日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン
1/28（日）荒川河川敷

水泳

■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
・世田谷オープン卓球大会
3/31（土）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

・東京のへそ散歩
3/31（土）井の頭線 ・西永福駅 9:45 集合

スキー
・越年ファミリースキー
12/29～1/3 田沢湖スキー場
・2018Racing Camp

・第２回初級・中級指導員研修会

バレーボール
・レディースバレーボールオープンリーグ大会

1/14（日）新宿スポーツセンター

3/24（土）大泉学園駅 9:45 集合

2/12（祝）東京辰巳国際水泳場

・レディースペアマッチ

・新宿 MIX＆女子ペアマッチ卓球大会

・白子川散歩

1/6～8 かたしな高原スキー場

■板橋区

■新宿区

1/28（日）ＪＲ東中野駅 9:45 集合

・第 14 回東京水泳フェスティバル

■板橋区

2/3（土）上板橋体育館

・桃園川緑道散歩

1/8（日）赤塚体育館
2/18（日）赤塚体育館
・Mix バレーボールオープンリーグ大会
2/25（木）赤塚体育館

バドミントン
■荒川区

1/13（土）～14（日）舞子スノーリゾート
・かぐら峰周辺山スキー入門教室
1/20～21 新潟県・かぐら峰周辺
・舞子ＧＳポールレッスン
1/27～28 舞子スノーリゾート
・湯の丸山・山スキー教室
2/17～18 長野／群馬・湯の丸山周辺
・乗鞍岳 山スキー入門教室
3/10（土）～11（日）長野県・乗鞍岳

・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
■練馬区
・第 11 回冬季バドミントン大会
1/20（土) 練馬区立総合体育館

～ 編集後記 ～

・第 13 回バドミントン初心者教室

最近のスポーツの世界で、特に

2/18（日）平和台体育館

相撲でも暴力やいじめがあっ

野球

たり、ウソをついたり、だましたり

■北区

と又、政治の世界、企業の世界

・冬季野球リーグ戦大会

でもウソや隠しごと、変な世の

3/11(日）新荒川大橋野球場

サッカー

中になっています。
この問題は、将来において減少

2/10（土）町田総合体育館

■北区

しても無くならないと思う。だ

テニス

・北区スポーツ祭典サッカー大会

から人の持っている優しさや思

1/14,28(日）荒川サッカー場

いやりが必要になる社会を望

■板橋区
・新春女子ダブルス大会
1/27（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

ウォーキング
・谷中の七福神を歩く
1/6（土）ＪＲ田端駅 9:45 集合
・早稲田の杜と漱石
1/14（日）東西線早稲田駅 9:45 集合

みたい。そして人としての潔さが
欲しいと思う。（佐藤正美）

