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第４２回東京スキー競技大会 開催される ～第 54 回東京スポーツ祭典～
2018 年 2 月 3 日～4 日にかけて第 42 回東京スキー競
技大会が晴天のなか、舞子スノーリゾートで開催されました。
２日間のポイント合計で争われるクラブ対抗戦は、すべての
クラスに選手を配した練馬ヒューマンが３連覇を果たしまし
た。
1 日目は 89 名、２日目 85 名のエントリー。東京スキー協か
らは 16 クラブが参加。今年は一般参加のエントリーが大幅
に増え、埼玉スキー協から２名、千葉スキー協から３名（出走
は１名）、その他２つのクラブから 11 名と、16 名がエントリー
し、普段の活発な交流の形が見えました。滑り終えた初参
加者からは「競技の楽しさを満喫できた」との声。常連の選
手は「今年はリベンジできた！」、「負けて悔しい！」と笑顔満開、
団体 1 位の練馬ヒューマンの選手

充実した表情で話してくれました。

来年もまた、競い合える仲間を増やして開催できることを期待します。（東京スキー協 長部保雄）

スキー場から出て、安全に・楽しく
春スキーを、楽しみませんか
ＧＷ（鳥海山、八甲田山）、５月 18～20 日（立山・剣沢）
今シーズンの滑り納めに、
春の陽ざしを浴びて、風をいっぱいに颯爽とすべる爽快感。
雄大な自然の中を。この時期こそ山スキーの楽しみが味わえます。
開催月日

場所

案内

参加費

打合せ会

5/3(木)～
5/5(土)

鳥海山
秋田

秀麗な山容。日本海
目指しての滑降も

34,000
円

4 月 12 日
(木)

5/3(木)～
5/6(日)

八甲田山
青森

広大な山域。昔から
の山スキーの地

50,000
円

4 月 19 日
(木)

5/18(金)～
5/20(日)

立山・剣沢
富山

雄大な大滑降。宿で
は温泉につかり

31,000
円

5月8日
(火)

HPへ→http://www.tokyoskikyo.org/iinkai/yamaski/yamaski.htm

スポーツの楽しみをすべての人に広げよう
～第３３回定期全国総会～

新日本スポーツ連盟第３３回定期全国総会が３月１０日～１１日にかけて都内で開催され
ました。２１都道府県と１２種目組織から代議員、役員合わせて約１１０人が参加しました。今回
もスポーツ庁からの激励のメッセージをいただきました。東京都連盟からも１２名の代議員
が参加しました。討論では北区連盟の伊波政昇さんが、北区スポーツ祭典の閉会式で表
彰を行う「北区ナーレ」の取り組みや、赤羽月例マラソンが３００人規模の行事となったこと、
またランナーズ賞を受賞したことを発言しました。
総会では、分散会も行われ、「世代継承と新たな人材発掘」「誰もがスポーツに楽しく
参加するためにできること」をテーマに１０グループに分かれて討論しました。その中で「定
年後の６０代以上の人にも活躍してもらってよいのでは」、「いろんな世代で運営を分担す
るのが良い」、「女性や子どもが楽しめる活動をしたらどうか」、「社会的弱者や LGBT も楽 北区の活動を紹介する伊波さん
しめる大会を考えよう」、「スマホを活用して LINE、FB を活用した方が良い」等々様々な意見が交わされ、活発な討論とな
りました。（分散会参加者の声は別頁で掲載）
総会では在籍３０年以上の加盟クラブの顕彰もあり、東京野球協議会に加盟している「スーパースターズ」が表彰されま
した。「スポーツの楽しみをすべての人に広げよう」と呼びかけた議案は、全会一致で採択され、２日間の日程を終了しまし
た。

スーパースターズの顕彰
（萩原理事長が代理で受け取ました）

議案は全会一致で採択しました

2017 年度東京リーグ王座決定戦 ～東京卓球協議会～
東京リーグの王座決定戦は、前期・後期の１部 A・B ブロックの１位と２位のチ
ーム総当たりで１位を決定します。今年は人数が揃わなかったり、棄権があっ
たりで実質男女ともに３チームの戦いになりました。男子は、Kuni 卓 A、スマイ
ル A、スマイル B、女子はスマイル A、荻体クラブ、Blue☆star でした。応援にも
多数の方たちに来ていただき（特に男子チームに多かったようです）、白熱し
た試合が展開されました。
王座戦で優勝すると、その年の１位が決まると同時に、次年度の全国大会・
一般団体の推薦と参加費免除が受けられます。戦いの結果は、女子は荻体
クラブ、男子は Kuni 卓 A が優勝しました。良い試合を有難うございました。

Kuni 卓 A の選手の皆さん

全国大会の健闘をお祈りします。（東京卓球協議会 秋山智子）

荻体クラブの選手の皆さん

駒沢公園の桜が満開の中で ～東京都テニス協会～
３月２５日（日）に駒沢公園テニスコートを会
場に、晴天に桜の花満開の中「駒沢スプリン
グテニス大会」が開催しました。
大会は、「男子ダブルス」、「女子ダブルス」、
「ミックスダブルス」、「男子シングルス」の４種
目で、レベルの高い熱戦が行われ素晴らしい
試合が行われました。参加選手からは、桜満
開の中での大会で気持ち良い環境での試合
満開の桜の下でのテニス大会

ができたとの感謝の言葉をいただきました。

今回の要員は、テニス協議会理事の私と市野沢理事とで行いました。今後もテニス愛好家に喜ばれるような大会を開
催したいと思います。（東京都テニス協会 磯曉雄）
駒沢スプリングオープンテニス大会 優勝者
男子ダブルス
齋藤翼・狩野晃伸

中野区テニス協議会サイバーネット
女子ダブルス

飯塚玲奈・星野佐絵理

フリー・レックインドア上石神井
ミックスダブルス

飯塚玲奈・越智友愛

フリー・大正セントラルTC目白
男子シングルス

横山春紀

狛江インドアテニスクラブ

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・関東オープンレディース３ダブルス大会
5/23（水）東京体育館
・第 20 回綾瀬オープントリオマッチ
6/6（水）東京武道館
・全国大会/女子年代別個人戦 都予選
6/9（土）荒川スポーツセンター
・第 15 回ハッピーカルテット
6/20（水）東京体育館
・第 25 回ラージボール大会
6/26（火）東京武道館
■練馬区
・年齢別夏季卓球大会
6/3（日）中村体育館

テニス

6/3（日）鷺宮体育館プール

・第 43 回春季大会 ミックス団体戦

バレーボール

5/3（祝）桐ヶ丘コート
・第 43 回春季大会 男子団体戦
5/6（日）新河岸コート
・第 43 回春季大会 女子団体戦
6/3（日）新河岸コート
・第 43 回春季大会 平日大会
6/7（木）桐ヶ丘コート
・第 43 回春季大会 ダブルス
6/24（日）桐ヶ丘コート
■練馬区
・第 50 回練馬スポーツ祭典テニス大会
7/21（土）22,29(日) 土支田コート

・杉並リーグ 5/27（日）上井草スポーツセンター

ランニング

・大田スポーツ祭典ＭＩＸ・女子団体戦
5/27（日）大森スポーツセンター
・第 15 回城南ブロック P リーグ
6/13（水）大森スポーツセンター
■北区
・北区春季大会 プログレスリーグ
6/10（日）赤羽体育館
■板橋区
・ダブルス大会
7/26（木）上板橋体育館
■新宿区
・第 12 回新宿 ABC=XYZ 団体戦
5/20（日）新宿スポーツセンター
■中野区
・ダブルス・ミックスダブルス卓球大会
7/7（土）中野体育館

・中野スポーツ祭典水泳記録大会

■北区

■杉並区

■大田区

2018 年５～7 月

・2018 東京ビビチッタ
5/6（日）荒川河川敷 北区野球場前
・第５回関東ブロック小金井公園
(日帰り)ランニングクリニック
5/13（日）都立小金井公園
・月例多摩川ロードレース
5/13（日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン
5/27（日）荒川河川敷
・第 20 回ナイター陸上競技大会
6/23（土）夢の島競技場

バドミントン
■荒川区

■北区
・第 43 回春季ミックス大会
1 部予選 6/3（日）西浮間小・堀船小
2 部予選 7/15（日）赤羽体育館
3 部予選 7/8（日）西浮間小・堀船小
決勝 7/29 日（日）赤羽体育館
・第 43 回春季バレーボールシニア大会
予選 5/12（土）滝野川体育館
決勝 8/19（日）桐ヶ丘体育館

ウォーキング
・青梅丘陵ハイキングコース
5/13（日）ＪＲ青梅線軍畑駅 9:45 集合
・郊外の緑に囲まれて
5/27（日）西武線東久留米駅 9:45 集合
・南多摩の三沢川水辺を歩く
6/9（土）京王永山駅 9:45 集合
・首都圏で大自然を楽しもう
6/17（日）北総線・大町駅 9:45 集合

スキー
・立山剣沢山スキー教室
5/18（金）～20（日）富山県・室堂周辺
・春の八甲田山・山スキー教室
5/3（木）～6（日）
・東北「鳥海山」山スキー教室
5/3（木）～5（土）

剣道

・第 7 回荒川スポーツ祭典春季団体戦

・第 15 回春季ｽﾎﾟｰﾂﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ剣道大会

6/3（日）荒川総合スポーツセンター

5/27（日）東京武道館 第二武道場

■北区
・第 43 回北区春季ダブルス大会

～ 編集後記 ～

■多摩

5/3（祝）桐ヶ丘体育館

自転車で川沿いを走るとき、向か

・多摩スプリング団体戦

水泳

い風だと非常にツラい。本当に嫌

6/23（土）東久留米スポーツセンター
・多摩 ABC=XYZ 団体戦
7/14（土）立川市 泉市民体育館
■町田市

・第 26 回東京辰巳水泳大会
5/6（日）東京辰巳国際水泳場
・第 17 回「ういてまて」講習会
5/13（日）練馬区光が丘体育館プール

・町田オープンダブルスＰリーグ

・第 50 回練馬スポーツ祭典水泳記録会

6/26（火）町田総合体育館

5/13（日）練馬区光が丘体育館プール

になる。でも追い風のときは、そ
れに気づかない。「なんか調子い
いな」と思ったりする。なんとなく
人生にも通じるものがあるよう
な気がする。

（佐藤）

