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3 種目の大会新記録が誕生!! ～第３８回春季陸上競技大会～
4 月 7 日、春の桜の季節に開催された
第 38 回春季陸上競技大会は、新日本ス
ポーツ連盟の中では、全国に先駆けての
陸上競技大会です。
大会当日は、前日からの予報で早朝よ
り雨との事でしたが、朝から降らずに大会
日和になりました。
今大会は、中高生はじめ、一般も含め
500 人もの選手に参加していただき、とて
も感謝です。大会は今年で 38 回を数えますが、壮年１００ｍ水口政久【11 秒７２】さん、男子１５００ｍ田島裕介さん【4 分 22 秒
２４】、中学女子１００ｍ星野莉亜さん【12 秒５５】の 3 選手が大会新記録をマークしました。これから各地でトラック競技が始ま
りますが幸先のよい結果となりました。
大会を継続していくにあたり、毎回役員、審判員を引き受けていただく方や、参加選手の意見を取り入れ、今後に生かし
ていきたいと思います。あわせて協力していただいた皆さん大変有難うございました。これからも東京ランニングクラブを
よろしくお願いします。（東京 RC 佐藤正美）

都筑ふれんずが男子の部 ５連覇達成!! ～４３回ふれあい赤羽駅伝～
桜の花は一足先に走り過ぎ、土手の芝
桜が満開となり、ふれあい赤羽駅伝のラ
ンナーを迎える中、好天にも恵まれ 4 月 8
日（日）に第 43 回ふれあい赤羽駅伝が開
催されました。
今年は９７チームのエントリーがあり、男
子の部は昨年まで４連覇の「都筑ふれん
ず」の５連覇を阻止するチームが現れるの
か、女子の部では過去優勝経験のあるチ
ームが出場する中、どこが優勝するのか
楽しみな駅伝となりました。
強風の中、選手の皆さんが力走するところ、４連覇中の「都筑ふれんず」は１区から首位を走り、最終４区まで一度もその
順位を譲ることなく５連覇の優勝を決めました。２位も一度も順位を下げることなく走翔Ａチームがゴールしました。
女子の部は「大江戸美脚会」が先行するも、後半「アルパガールズ」が逆転し３年ぶりの優勝を決めました。３位は美貌をバ
カボンパパに扮したその名も「バカボンパパチーム」が入賞しました。
今年も多くのランナーが、それぞれの目標に向かって楽しく走れた大会になりました。（北区連盟 藤野哲郎）

新しく 5 チームがスポーツ連盟に加盟!!
第 4 回東京都 6 人制男女バレーボール大会
４月７日、８日に標記大会を開催（７日は女
子大会、８日は男子大会）しました。会場は、
改修して新しくなった駒沢オリンピック公園
屋内球技場。３面のコートが設営できるのに
参加したチームは、女子が３チーム、男子が４
チームとやや寂しい大会となりましたが、参
加チームは「センターコートで試合とは贅沢
だ」などと好意的で、試合内容も白熱した
場面がいっぱいありました。あるチームは、
長年スポーツ連盟に参加してきたチームで、
「こんなこともありますよ」と主催者を気遣
ってくれました。
９月には、第５回目の大会が決まっており、
ここでは、たくさんのチームに参加をお願いしたいと考えています。女子の優勝は、ＯＵＶＣが前回に続いて２回目。準優勝
は、毎回出場のわっしょい。男子優勝 Polaris、準優勝モンチャックという結果となりました。
この大会では、加盟の呼びかけをして大会に臨みましたが、男子の４チーム、女子のわっしょいが加盟してくれました。い
よいよ、東京のバレーボール種目組織の復活が見えてきました。また、オープン大会やリーグ戦などたくさんの大会が行わ
れる兆しが見えた大会となりました。（萩原純一）

故新井正一さんと語る会
2 月 13 日に亡くなった東京都連盟理
事の新井正一さん（板橋区連盟事務局
長）の今までの功績や思い出を語る場と
して、4 月 22 日（日）に「新井正一さんと
語る会」が所属していたペンギンスキーク
ラブ、板橋区連盟の主催で開催されまし
た。新井さんと関わりのあったスキー関
係者はじめ、区連盟や、種目関係者、東
京都連盟関係者から 66 名が集まりまし
た。また 2 人のご兄弟が夫妻で参加しま
した。あらたまった感じではなく、スキーク
ラブでの若かりし頃のスライド写真や、東京都連盟で活躍した写真などを見ながら 1 人 1 人がリレートーク形式で新井さん
との思い出話を語りました。多くの人と交流しまた活動を陰で支え、様々なことをこなしていた新井さん。あらためて、板
橋区連盟そして東京都連盟にとって貴重な人材であったことを感じました。これからもスポーツ連盟の運動を天から見守
って下さい。そしてやすらかに。

オリパラ都民の会が大会組織委員会へヒアリング
大会経費バージョンⅡは、大会経費の縮減の努力がされたのか
４月２６日、「２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会」は、大会組織委員会に出向いて、大会経費ＶⅡの中身に
ついて、ヒアリングを行いました。出席者は、オリパラ都民の会から、市川隆夫（臨海都民連事務局長）、曾澤立示（革新都
政をつくる会）、鎌田健（東京地評）、萩原純一（東京都連盟理事長）の４名で出向きました。対応した方は、大会組織委員
会総務課長の加藤光国氏と上野健太主事の２名。加藤氏は、この４月にスポーツ庁から出向したばかりで、模範解答を繰
り返すばかり。
一番に質したいことは、大会経費が膨張している中で、ＩＯＣ評価委員のコーツ氏から、もっと縮減すべきと指摘されている
が、その縮減の努力が表れていないことです。予備費として１０００億円～３０００億円も計上しているのに、予算表の欄外に
外しており、全体としては、ＶⅠと同水
準です。
支出では、特にマーケティング１２５
０億円は、ＶⅠ予算より４５０億円も膨
らんでいます。その内訳を質したも
のの、回答はあいまいで、「よく調べ
て後程メールで回答する」というこ
とになりました。（萩原純一）

今年も東京反核平和マラソンの季節が近づいてきました。昨年は 7 月 7
日に国連総会で核兵器禁止条約が 122 か国の賛成で採択されました。続
く 10 月 6 日には核兵器廃絶国際キャンペーン（ICAN）がノーベル平和賞
を受賞するなど、世界的に核兵器廃絶に向けて大きく前進しました。しかし
依然として、世界各地では紛争は絶えません。戦争、核兵器の悲惨さに警
鐘を鳴らし、「二度と戦争を起さない」、「非人道的な核兵器は廃絶を」と声
をあげ平和を求める運動は、「スポーツは平和とともに」を掲げるスポーツ
連盟の重要な活動の 1 つです。今年は、７月７日（土）に東京反核平和マラ
ソンを開催します。今年からアピール力をアップすることや一体感をだすこ
とを目的にランナー、サポーターが同じ T シャツを着て沿道の皆さんに「ス
ポーツは平和とともに」「核兵器廃絶」をうったえます。夢の島、杉並区役
所、大田区役所、北区役所の都内 4 か所から出発して神宮通り公園（宮下
公園脇）を目指します。反核平和マラソンは、競走ではなく、参加者みんな
で、約 18 キロのコースを「反核平和」をアピールしながらゆっくり走ります。
東京都連盟主催行事として、全組織挙げて参加者、サポーターを募り、第２
３回東京反核平和マラソンを成功させましょう。

東京反核平和ウォーキングは７月１５日（日）に開催！！
７月１５日（日）には、JR 拝島駅から横田基地第５ゲート付近のフレンドシップパークまで、約 5ｋｍのコースを「反核平和」を
訴えて歩く東京反核平和ウォーキングを開催します。フレンドシップパークでは、毎月第３日曜日に横田基地の撤去を求め
る集会が開かれており、ウォーキング終了後に参加します。走るのはちょっと・・・という方、歩いて「核兵器廃絶」と「スポー
ツは平和とともに」をアピールしてみませんか？
東京反核平和マラソン・ウォーキングのお問い合わせは東京都連盟までお気軽にどうぞ（TEL：03-3981-1345）

東京都連盟スポーツカレンダー
卓球
・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
・2018 年度前期プログレスリーグ
7/4（水）東京武道館
・全国大会/一般男女個人戦 都予選
8/12（日）ＳＵＢＡＲＵスポーツセンター（三鷹）
・2018 年度前期プログレスリーグ
7/4（水）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
■大田区
・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
・のりのり大会プログレスリーグ
7/23（月）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

2018 年 6～8 月

■町田市

2 部予選 7/15（日）赤羽体育館

・町田オープンダブルスＰリーグ

3 部予選 7/8（日）西浮間小・堀船小

6/26（火）町田総合体育館

テニス
■北区
・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

ランニング
・月例多摩川ロードレース

・月例赤羽マラソン
6/24（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
・第 7 回荒川スポーツ祭典春季団体戦
6/3（日）荒川総合スポーツセンター

6/17（日）7/15（日）荒川スポーツセンター
■多摩
・多摩バドミントン MIX 団体戦

・新宿ＭＩＸ&女子ダブルス卓球大会

水泳

・ダブルス・ミックスダブルス卓球大会
7/7（土）中野体育館
■多摩
・多摩スプリング団体戦
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

決勝 8/19（日）桐ヶ丘体育館

ウォーキング
・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
・古代ロマン「大賀ハス」と千葉城へ
6/23（日）JR 西千葉駅 9:45 集合
・黒川清流公園と浅川
7/8（日）JR 中央線豊田駅 9:45 集合
・多摩の並木道を歩く
7/28（土）小田急唐木田駅 9:45 集合

第 23 回東京反核平和マラソン
7/7（土） ４コース
夢の島公園・北 区役所・大田 区役
所・杉並区役所 9：30 頃出発

⇩
神宮通り公園 13：30 ゴール
東京反核平和ウォーキング
7/15（日）ＪＲ拝島駅→横田基地

・荒川スポーツ祭典混合ダブルス大会

6/9（土）東大和市ロンドみんなの体育館

■中野区

・第 43 回春季バレーボールシニア大会

6/10（日）国立市営河川敷グラウンド横

■新宿区

7/1（日）新宿スポーツセンター

決勝 7/29 日（日）赤羽体育館

・中野スポーツ祭典水泳記録大会
6/3（日）鷺宮体育館プール
・第 9 回オールエイジ水泳大会
7/21（土）千葉国際総合水泳場
・第 47 回東京海の教室
8/3（金）～5（日）館山北条海岸

バレーボール
■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

～ 編集後記 ～
４月２２日、板橋区連盟の事務局長で都
連盟理事だった故新井正一さんの追悼
会「新井正一さんと語る会」が挙行され
ました。板橋区の中華料理屋店を借り切
って、総勢６６名が参加、主体となるペン
ギンスキークラブのみなさんの奮闘で、
板橋区連盟の各種目の皆さんが参加さ
れ、にぎやかな追悼会になりました。スラ
イドの上映があり、新井さんのご兄弟は、
「まさか、こんなに正一が活躍して青春を
謳歌していたとは知りませんでした。」と、
新井さんの早い旅立ちを残念がっていま
した。 新井正一さん、お疲れさまでした。
ゆっくりとお眠りください。合掌（萩原）

