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みんなで作り上げる大会!! ～第２４回東京辰巳水泳大会～
連休の最終日 5 月 6 日に東京辰巳国際水泳場にて、今
年度最初の大会である東京辰巳水泳大会が開催されま
した。例年は 6 月に行われていましたが、今年度、辰巳国際
水泳場が改修工事にはいるため、大会日程の調整が行わ
れ、この時期となってしまいました。
この大会は長水路５０ｍを使用しての大会で、小学生も参
加出来ます。種目も５０ｍから１５００ｍの長距離までと他種目
にわたり、リレーも含めて 800 近いエントリー、400 名を超える参加者を迎えることができました。
新日本スポーツ連盟東京水泳協議会主催大会は参加団体、個人の方からも役員協力があり、みんなで作り上げてい
る大会となっています。これからもいろいろな方に関わっていただいて、よりよい大会をめざします
（東京水泳協議会 穴原康子）

２００名を超える参加者で伯仲の試合!!

～東京春季フェスティバル剣道大会～

５月２７日（日）に東京武道館第二武道場で東京春
季スポーツフェスティバル剣道大会が開催されまし
た。高校生の部はテスト期間と重なったことで、エン
トリーが少なかったものの、一般の部は男女ともに申
込みが多く、１０団体ほど心苦しくもお断りするほど
でした。首都圏以外の遠方からエントリーする選手も
あり、過去最高の参加者で個人戦、団体戦で延べ２０

居合の演武 （開会式にて 武里少年剣道の２人）

０名以上の大会となり、普段はなかなか剣を交えることのない相手と試
合、交流する場ともなりました。
大会も回を重ねるごとに一般の部にエントリーする大学や企業が多
様になり、また試合内容もここ数年で２段以上の部では、レベルも相当
高くなりました。また学生時代の OB でチームを組んで出場したり、取引
先同士や職場の仲間と一緒に出場するなど道場、地域の枠を越えてだ
れでも参加できる大会としても好評です。個人戦、団体戦ともにトーナメ
ント戦はどの部門も実力伯仲で見ごたえある試合がたくさんありました。
特に団体戦は非常に盛り上がり、一般男子 119 歳以下（出場選手３名

東京歯科大学病院 A チームの選手

の合計年齢）の部、優勝決定戦では、東京歯科大学病院 A チームと三無の会チームが先方、中堅が互角の戦いとなり、大
将戦で東京歯科大学病院 A チームが優勝を勝ち取りました。
エントリー数が多くなったことにより試合終了時間も１９時過ぎまでかかる長丁場の大会となりました。選手の皆様、また
専任審判の皆様、朝早くから遅くまでお疲れ様でした。また選手兼任の審判や会場で記録・進行をしていただきました純
剣会、上智大学、日本獣医生命科学大学、城西大学高麗剣友会の皆様、試合にも参加しお疲れのところ、大会に協力し
ていただき重ねて感謝致します。次回は１０月２１日（日）に同会場で開催致します。（宮内泰明）

東京ウォーキングクラブでは、2018 年 5 月 13 日(日)に、第
１７３回例会として、青梅丘陵ハイキングコースのウォークを実
施しました。今回のウォークには、一般参加者 3 名を含む 15
名が参加し、あいにくの曇天の下、スタート地点である JR 青
梅線の軍畑（いくさばた）駅を出発しました。
青梅丘陵は、青梅市北部に存在する丘陵で、青梅市中心
部である青梅駅の裏、青梅市立第一小学校付近から、日向
和田、名郷峠を経由して軍畑駅近辺までにかけて存在する丘
陵であり、高さ 300～500m の小高い山が続いています。青梅丘陵は、ハイキングコース
が整備されており、ウォーキングやトレイルラン、また親子連れの散策などで多くの市民に
親しまれています。
今回は、榎峠登山口から、雷電山、辛垣（からかい）山（辛垣城跡）、三方山、矢倉台のコ
ースを歩きました。このコースは、榎峠から雷電山までの登り道がかなり急であるため、青
梅駅から軍畑駅へ向かう逆コースと比較すると、難易度がやや高いと言われています。
参加者は、榎峠から雷電山頂上までの登り道を、喘ぎながらも懸命に登りました。雷電山
の山頂では、集合写真なども撮って、一服しましたが、雨の心配があったため、先を急ぎ
ました。その後はアップダウンの連続でしたが、参加者は特に登りで苦労しました。昼食休
憩後には小雨が降り始め、矢倉台を過ぎた辺りからは、雨脚が強まったため、下山を急ぎ
ました。脇道を下って、しだれ桜で有名な梅岩寺を経由し、ゴールの青梅駅へ向かいまし
た。一部、アクシデントなどもありましたが、最終的には 15 名全員が 12 ㎞の道のりを完歩して、無事にゴールすることがで
きました。（東京ウォーキングクラブ 賀川雅雄）

私は、5 月 2 日国民平和大行進 2 日目の芝公園～川崎に 2 年ぶりに参加し
ました。スポーツ連盟からの参加者は 6 名でした。雨予想を裏切り曇り空のもと
芝公園を出発しました。しばらくオフィス街を歩きますが、「何のデモ」という反
応です。核兵器廃絶・世界の平和を訴えるのですが、自分の生活に直結しない
ことには無関心ですね。それでもコールの大熊さんのリズミカルな誘導と、きめ
細やかな配慮で窓から手を振ってくれる人に励まされました。私たち行進者は、
被爆者の方を先頭に、全行程歩くひと、海外からの参加者が道行く人や、車の
運転手さんにアピールしました。
少しでも「平和」について考えてほしいと思います。一番反応がいいのは子
供たちです。手を振ってくれたり、一緒に歩道をついてきてくれたりします。この地道なアピールは続けなければなりません。
今回参加の方で国民平和大行進を歩くためにウォーキングクラブに入ったという頼もしい方も参加でした。多摩川を越え
たあたりから雨が降り出し、川崎での引き渡し式の時は土砂降りでした。神奈川からは労山の方をふくめ 10 人以上の方
が迎えてくれました。来年はぜひ参加してみませんか？ （小林章子）

第２回東京 VIVICITTA が５月６日（日）に開催されました。VIVICITTA とは、イタリアスポーツ連盟（UISP）によって開催さ
れる、重要なマススポーツのイベントです。29 年の歴史があり、毎年 7 万人の市民が参加して行われています。参加者は同
時刻に世界各地の都市で走ります。現在世界 73 ヶ所で開催されています。ビビチタは単に走るだけのイベントではありま
せん。平和を愛し、相手を思いやる心を持ち、健康の促進を望み、そして環境保全 のために世界各地と連帯して走ります。
今年で２回目の開催となる東京ビビチッタが５月６日（日）に荒川河川敷で行われました。
当日はまだ５月に入ったばかりだというのに、初夏の陽気。それでも６歳の男の子とお父さん、
60 代後半の女性たちなど 16 名のランナーが、１㎞、３㎞、12 ㎞のコースを元気に走りきりまし
た。今回はＡ４カラーのチラシを作成し、駅伝大会や月例マラソンなどで配布しましたが、参加
者の増加には繋がりませんでした。 ビビチッタという大会の趣旨をもっと多くのランナーに
伝える地道な努力をして、来年こそ 100 名近いランナーを集めたいものです。
大会後はさわやかな風の吹き渡る土手の上で、参加者と役員の方々で交流会。参加者か
らの「こういう大会もいいね」の声に継続することの大切さを実感しました。（小林一美）

5 月 6 日第 2 回東京 VIVICITTA’が荒川河川敷で行われました。昨年に引き続き参
加者は 20 名前後でしたが、気候も良く初夏の清々しい日差しを浴びながら、参加の
皆さんは楽しそうに走っていました。今年も 3 位までの入賞者には一輪のお花が用意
されました。
表彰が終わっての交流会では、ビールのほかワインなども提供され大いに盛り上が
りました。（藤野哲郎）

日にち

２０18 年９月 1 日（土）～９月 2 日（日）

場所

富士箱根ランド

参加費 15,000 円程度を予定（1 泊 2 食付）
1 日目 古武術を利用した体の使い方（卓球への応用等）
（最先端スポーツ身体操法布袋卓球アカデミー

布袋裕彦氏）

スポーツ交流（卓球、ソフトバレー、ウォーキング等）
※夕食後に交流会あり
2 日目 運動生理学からみた体の使い方等（予定）
（山崎健 新日本スポーツ連盟スポーツ科学研究所所長 新潟大学教授）
＜申込み・お問い合わせ 新日本スポーツ連盟東京都連盟 03-3981-1345＞

東京都連盟スポーツカレンダー
ランニング
・月例多摩川ロードレース
7/8(日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン
7/22（日）荒川河川敷
・第 55 回東京スポーツ祭典陸上競技大会
9/29（土）駒沢公園陸上競技場

水泳
・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

卓球
・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）
・ハローレディース団体戦３Ｓ
8/13（月）エスフォルタアリーナ八王子
・全国大会/男子年代別個人戦 都予選
8/18（土）荒川スポーツセンター
・関東オープン中高生大会／団体戦
8/28（火）29（水）駒沢屋内球技場
・後期プログレスリーグ
9/12（水）駒沢屋内球技場
■練馬区
・練馬スポーツ祭典卓球大会
9/15（日）練馬区総合体育館
■大田区
・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
・ダブルスリーグ卓球大会
8/5（日）滝野川体育館
■板橋区

2018 年７～9 月

■中野区

2 部予選 7/15（日）赤羽体育館

・ダブルス・ミックスダブルス卓球大会

3 部予選 7/8（日）西浮間小・堀船小

7/7（土）中野体育館
■多摩
・多摩 ABC=XYZ 団体戦
7/14（土）立川市 泉市民体育館
・多摩ジュニア団体戦
8/1（水）柴崎市民体育館
・多摩ペアマッチ団体戦
8/26（日）柴崎市民体育館

・スプリングオープンテニス大会
7/8（日）東大和南公園
■北区
・第 56 回秋季大会 女子ダブルス

・新宿ＭＩＸ&女子ダブルス卓球大会
7/1（日）新宿スポーツセンター

決勝 8/19（日）桐ヶ丘体育館

ウォーキング
・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

⇩

9/2（日）新河岸川コート
・第 43 回春季大会 男子ダブルス
9/16（日）新河岸川コート
■練馬区

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

・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
・第 30 回クラブ対抗団体戦
8/18（土）19,26(日) 土支田コート

バドミントン

～ 編集後記 ～
日大のアメリカンフットボール部
のタックル問題。当初はこんなに

・第 18 回 NJSF Tokyo City Open

大きな問題になるとは思わなかっ

7/21（土）北区桐ヶ丘体育館

たが、スポーツのフェアプレイ精神

■荒川区

を根底から否定し、スポーツの文

・荒川スポーツ祭典混合ダブルス大会

化的価値を大きく下げる大きな問

7/15(日）荒川スポーツセンター

題に発展した。日本のスポーツ界

■中野区

は依然として戦前からの悪しき慣

・第 30 回春季バドミントン大会

習、体質の呪縛から解放されてい

7/28（土）中野区立体育館

ない面が大いにあると思う。旧態

■新宿区

依然を排し、官民一丸となってス

・新宿スポーツ祭典ダブルス大会

ポーツ基本法の、「スポーツを通じ

7/16（祝）新宿スポーツセンター

て幸福で豊かな生活を営む事は
国民の権利」であることを実感さ

バレーボール
・第５回東京都６人制男女別バレーボール大会

■新宿区

・第 43 回春季バレーボールシニア大会

テニス

・ダブルス大会
7/26（木）上板橋体育館

決勝 7/29 日（日）赤羽体育館

9/15（土）24（祝）北本市体育センター
■北区
・第 43 回春季ミックス大会

せてくれる社会なるよう願いばか
り。（宮内）

