
   明けましておめでとうございます 
今年は、どんな年になるでしょうか。東京都連盟５０周年を折

り返したばかり。市民スポーツが飛躍的な発展を遂げる年にで

きるかどうか、連盟の各種目組織、各地域組織のみなさんの力

を結集し、戌年にあやかって嗅覚を大いに発揮して前進してゆ

きましょう。多様なスポーツ要求にしっかり応えることができる

連盟組織であるとともに、国や自治体がその責任において、し

っかりとスポーツ行政をつかさどり、スポーツ団体の活動をバッ

クアップし、都民一人一人にスポーツ活動を奨励することが不

可欠です。今や「スポーツ基本法」のもとに、いつでも、だれでも

がスポーツができるように、施設問題やら補助金制度の平準

化などを推し進めていきましょう。 

２０２０年の東京五輪・パラリンピックは、人々にワクワク感を抱

かせていますか。むしろ五輪・パラリンピックのおかげで、本当に

スポーツ環境が飛躍的に改善されるのだろうかと心配すること

が先になりますね。新国立競技場は、大会後には、９レーンのトラ

ックがすべて壊されて、もはや陸上競技場ではなくなるのです

から１５００奥苑も費やして整備することの意味がよくわかりませ

んでしょ。選手村の都有地は、１２００奥苑も値引きしてマンション

業者になげうってしまいました。これで、平和や友好の祭典を

演出できるのでしょうかと、心配ですね。東京都連盟としては、スポーツ団体だからこそ、こうした事態が起きないように大

いに声を挙げてゆきましょう。 

もう間もなく始まる平昌五輪、パラリンピックに、若手の選手が世代交代をするかのように、彷彿とわき上がっています。

そして、２０２０年に向けても新しい若くて有望な選手がたくさん台頭しています。その点では、ワクワク感がありますね。それ

は、スポーツ庁が先頭になって、選手育成に時間と経費をつぎ込んだ結果です。ですから、同じように、市民スポーツにも時

間と経費を費やせば、きっと「いつでもどこでもだれもがスポーツを」できることになるのです。 

今年は、第３３回全国スポーツ祭典が開催される年です。東北ブロック主管のこの祭典では、全種目で、都連盟から代表

チームを送り出し、大成功させましょう。そして、２０２０年は、関東ブロックを中心にした第３４回全国スポーツ祭典が開催され

ます。予選のための出前大会も旺盛に開催して、大いにスポーツ連盟と東京都連盟が飛躍する年にしようではありません

か。（東京都連盟理事長 萩原純一） 
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月例マラソンは各地域で毎月実施し、東

京都連盟では第２日曜日の多摩川月例マ

ラソン、第４日曜日に赤羽月例マラソンを開

催し、その他に神奈川県等で全 8か所実施

しています。その中で昨年10月には神奈川

県川崎月例（古市場）が、1976年 2月から

始まり 500 回を迎えることができました。

月例マラソンは、地域ごとに種目（距離）、

参加費と内容の違いはありますが、 

大都市の大型マラソン大会と比べると地味

な感じは拭えませんが、参加費が手ごろで

気軽に参加でき、主催者、役員もボランティ

アとして毎月地道にランナーの要求に応え

るために開催し、長らく支えてきたことが

成功している秘訣だと思います。そのような長年の活動が評価され、2017年の第 30回記念ランナーズ賞を月例マラソン

が10人の選考委員（選考委員長：増田明美さん）に選ばれたことはとても光栄に思います。今後も益々の発展を祈ります。

（東京ランニングクラブ 佐藤正美） 

第 30回ランナーズ賞授賞式が 11月 30日、ヒルトンホテルで行わ

れ、新日本スポーツ連盟の月例マラソンが受賞しました。 各地の月

例マラソンが数十年にわたって粘り強く継続しおこなわれてきたこと

が評価されました。 

三多摩月例は毎月第 2 日曜日に開催し、12 月 10 日（日）に 400

回を迎えました。当日の参加者は 90 名、スタッフ 10 名で、会場では

おしるこ、甘酒がふるまわれました。 

 「いつでも、どこでも、誰もが、スポーツを」のもとに毎月行われてい

る月例マラソン。東京では、北区や三多摩の月例会からも受賞式に参加しました。 受賞式後のレセプションでは東京 RC 会長の

佐藤正美さんをはじめ全国各地の月例関係者は選考委員長の増田明美さんと新日本スポーツ連盟の石川理事長を囲んで、記

念写真をとりました。この受賞楯は 12月に行われた月例参加者にもお見せすることができました。 

（三多摩月例会  森 良太 工藤健太郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

受賞パーティーにて各地の月例スタッフ（選考委員長の増田明美さんを囲んで） 

 

ランナーズ賞とは？

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す。

一般財団法人アールビーズスポーツ財団が主催しています。



去る１１月３０日ランナーズ賞の受賞式が、新宿のヒルトンホテルで行われ、今回全国の月例マラソンが、団体として受賞し

ました。ランナーズ賞の受賞指標の中にあるランニングに関する活動に携わり、今なお継続し、自らの損得に関わらず、他

者や公共の利益のために進んで活動しているかなどが、月例マラソンが受賞した理由と考えられます。毎月それぞれの地

域で月例マラソンを支えている連盟員の皆さんと今回の受賞を喜びたいと思います。また今後もよりよい月例マラソンを

目指し活動を続けていこうと決意を新たにしました。 

   表彰式のあと、レセプションが開かれ、多くのランナーが集い歓談のひとときを過ごしました。選考委員の瀬古利彦氏や

増田明美さん、それから受賞された皆さんのお話も楽しめました。各地の月例マラソンの役員の方々とお互いの活動につ

いて情報交換して今後の月例マラソンの活動のヒントを得ることもでき、実り多い会となりました。 

   月例マラソンを代表して神奈川の佐藤静雄さんの挨拶でも、月例マラソンがいつでもどこでも誰もが参加できる、記録

だけでなく継続性のある大会だから受賞した、今後も活動していくと力強く挨拶してくださいました。レセプション終了後

も場所を移して今後の活動について熱く語り合いました。（赤羽月例 藤野哲郎） 

 

毎月１回実施している、「月例赤羽マラソン」は、参加者が毎回３００名前後あり、好評を得ています。20ｋｍがある大会は更

に参加者が増え、５００名近くの参加者となることもありました。今年８月には５００回を数える予定です。参加者の増加に伴

い、大会要員の確保に苦労しています。運営の中心は「あかばね楽走会」のメンバーですが、高齢化しており、後継者とな

る方も課題のひとつとなっています。 

 

アップダウンの激しいコースを楽しみます～第１６回検見川クロスカントリー大会～ 

１２月 17日（日）に東京大学検見川総

合運動場で、東京スポーツ祭典と千葉

スポーツ祭典として、第１６回検見川クロ

スカントリー大会が開催されました。１２

月に入り寒い日が続いていましたが、

大会数日前から穏やかな気候になり、

当日は絶好のコンディションとなりまし

た。 

５キロ、１０キロの２種目で年代別に分

かれ、4つ登り、4つ下るというアップダ

ウンのある１周 2.5 キロのハードなコースですが、自然豊かな景色を楽しみながら走ります。 

大会は 4 年前からレース後にランナーと役員を含めた交流会を開催し、ワイン、ビールを片手に語り合い、今回も大いに盛り上

がりました。トップランナーやグループ参加者の方達も含めた参加者全体での繋がりも大切だと考え、今後も実施していきます。

これからも参加者の意見も取り入れながら改善し、良い大会にしていきたいと考えております。 

（東京ランニングクラブ 佐藤正美） 

 

 

 

 

 

 



～ 編集後記 ～ 

2018年を迎えて、私はもっと大

会に出ようと思いました。 

それは技術の向上だけでなく、

大会でいろいろな人と出会える

からです。それには求められる大

会を開催することも必要です。

2020年のオリンピック・パラリン

ピック開催のため、わたしたちの

活動が縮小してしまうのはおかし

いです。最近聞かなくなった「ア

スリートファースト」をもう一度考

えたいですね。（小林章子） 

 

 

 
 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  

・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  

・新春ダブルス卓球大会 

 2/24（土）中野体育館 

・春季団体戦卓球大会 

 3/24（土）中野体育館 

・中野オープン卓球大会 

 4/21（土）中野体育館 

■板橋区  

・レディースペアマッチ 

 2/3（土）上板橋体育館 

■新宿区  

・第９回新宿団体戦卓球大会 

 2/25（日）新宿スポーツセンター 

■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 

■多摩  

・多摩 ABC=XYZ団体戦 

 2/14（水）立川市 柴崎市民体育館 

■町田市  

・町田卓球協 10周年記念大会 

 2/10（土）町田総合体育館 

・３ダブルス団体戦 

 3/25（日）町田総合体育館 

 テニス                   

■板橋区   

・ミックスダブルス大会 

 2/24（土）新河岸コート 

・団体戦（年齢別ミックス） 

 3/10（土）新河岸コート 

・男子シングルス大会 

 3/17（土）新河岸コート 

 

■練馬区  

・女子男子クラブ団体戦 

2/4(日)女子 土支田コート  

・第 30回ＮＥＲＩＭＡ ＣＵＰ 

 2/25土支田コート 

 ランニング               

・月例多摩川ロードレース 

 2/11（日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 2/25（日）荒川河川敷 

 水泳                    

・第 14回東京水泳フェスティバル 

 2/12（祝）東京辰巳国際水泳場 

 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 

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  

・荒川スポーツ祭典バドミントン大会 

 2/10(土) 荒川総合スポーツセンター 

■練馬区  

・第 13回バドミントン初心者教室 

 2/18（日）平和台体育館 

■新宿区  

・第 13回バドミントン初心者教室 

 2/18（日）平和台体育館 

 野球                    

■北区   

・冬季野球リーグ戦大会 

 3/11(日）新荒川大橋野球場 

 サッカー                 

■北区   

・北区スポーツ祭典サッカー大会 

 2/4,11,18(日） 3/4,11,18(日） 

荒川サッカー場 

 ウォーキング             

・新旧文化が残る都心を巡る 

2/11（日）ＪＲ四ツ谷駅 9:45集合 

・高円寺 寺町散歩 

2/18（日）ＪＲ高円寺駅 9:45集合 

・金沢八景へ行こう 

2/24（土）京急金沢文庫駅 9:45集合 

・白子川散歩 

3/24（土）大泉学園駅 9:45集合 

・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                  

・第４２回東京スキー競技大会 

2/3（土）～4（日） 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 

・花岡ＳＬ練習会 

2/24（土）～25（日） 石打丸山スキー場 

・乗鞍岳 山スキー入門教室 

3/10（土）～11（日）長野県・乗鞍岳 

・尾瀬岩鞍＆かたしな高原スキー 

3/10（土）～13（火） 

・スノージャンボリー２０１８ 

3/24～25 新潟キューピットバレイスキー場 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2018年 2～4月 


