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7 月３日（土）に第 21 回東京反核平和マラソンが開催されました。被ばく 71 年が経過した今年、平和の大切さを再認識し、二
度と戦争をしない、広島、長崎の悲劇を繰り返さないという思いをこめ「核兵器廃絶」「世界平和」を訴えました。

７月７日（土）に第２３
回東京反核平和マラソ
ンが開催されました。例
年より早く梅雨が明け
てしまい、猛暑となるこ
とも予想されましたが、
当日は、時折陽が射す
程度の曇り空でランナ
ー にとっ て は ま ずま ず
の 気 候の 中 での 東 京
反核平和マラソンとな
りました。東 西南北の
各コースから約６０名の
ランナーが参加し、沿道
の方々へ平和の大切さ

東コースの第五福竜丸展示館前を出発して（夢の島かもめ橋）

台木福竜丸
をアピールしました。昨年の７月７日には国連で核兵

器禁止条約が１２２カ国の賛成で採択されました。残
念なことに日本政府は賛成しませんでしたが、この
核兵器禁止条約を政府が批准するように求める運
動として新たな局面を迎えた中での東京反核平和
マラソンとなりました。今回のゴールは、代々木公園
が他のイベントの為、利用できなかったので、渋谷
区の神宮通り公園（宮下公園脇）をめざして走りま
した。また、今年からランナー、スタッフ全員が蛍光
黄色の目立つ T シャツを着て一体感を出して道行く
人にアピールしました。参加ランナーやスタッフから

神宮通り公園での反核平和のつどい（右が辻陽子さん）

も「目立って良かった」との感想がきかれました。沿道からも励ましの声援や手を振っての応援をいただき、この運動に、多
くの市民の共感を得られていると手ごたえを感じました。ゴールの神宮通り公園では、サポーターが迎える中、各コースの
参加者が無事笑顔でゴールしました。ランナーがゴールした後は、「反核平和のつどい」を開催。各コースのランナーから反
核へ平和の思いや、コースを走っての感想などを話してもらい、最後にランナーであり、東京のうたごえメンバーでもある
辻陽子さんのリードで、会場いっぱいに、平和への思いをうたごえにのせて、閉会しました。
今後も、人類の願いである核兵器廃絶そして世界平和にむけた「反核平和」の運動を継続して行い、来年の運動へとつ
なげていきたいと思います。今回の参加費の中から第五福竜丸平和協会へ 1 万円の寄付を行いましたことも報告致しま
す。

雨の降るコンディションの悪い中で大会記録５つ!!
～第２０回ナイター陸上競技大会～
6 月 23 日（土）に夢の島陸上競技場（江東区）で第
20 回ナイター陸上競技大会が開催されました。今年の大
会は、雨の降るグラウンドコンディションが悪い中でした
が、中学生から社会人の約 370 名の選手が参加しました。
そのような中で一般３０００ｍ岩瀬弘之【SWAC 9 分 17 秒
98】、壮年１００ｍ井盛雅【A・I・R 11 秒 52】、壮年５０００ｍ若
松鉄也【神奈川陸協 16 分 10 秒 00】とフィールド種目の
砲丸投げ中学生男子吹田大知【保土ヶ谷中 11ｍ17】、
砲丸投げ女子志村果鈴【保土ヶ谷中 9m53】の 5 種目で
大会記録が出ました。悪天候の中での選手たちの頑張
りを讃えたいと思います。
ナイター陸上も今年で 20 回を数えますが、2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催の影響で夢の島陸上競技場
は今後 2 年間利用ができなくなります。この大会を継続していくために 2019 年、2020 年をどこで開催するかが課題とな
ります。今後とも宜しくお願いします。（東京ランニングクラブ 佐藤正美）

第 54 回東京スポーツ祭典陸上競技大会のお知らせ
日にち
2018 年 9 月 29 日（土）
会場
駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場
締切り 9 月 3 日（月）
奮ってご参加下さい!!

スポーツのひろば「1 年つき合って!!」購読のすすめ
東京都連盟理事会ではスポーツ
のひろば購読拡大のキャンペーンと
してとりあえず「1 年つき合って!!」と
の声掛けで、ひろば読者を増やして
いこうと取り組むこととしました。現
在増減をくりかえし 420 部前後で推
移しています。この現状を打破し、多
くの読者を獲得するにはどうしたら
良いかを議論した末、もっと気軽に、
間口を広くして購読しやすいようと
の思いから、「1 年だけでいいので購
読を」と呼び掛けてみようとの結論に至りました。成功するかは未知数ですが、今後この取り組みが花を咲かすよう取り組
んでいきます。まだ購読していない皆さん「とりあえず 1 年つきあって!!」

【ひろば購読の申し込みは東京都連盟事務局まで（TEL０３－３９８１－１３４５ FAX０３－３９８１－８３１５） 】

毎週日曜日午後 13 時から TBS で放送している「噂の東
京マガジン」で、新日本スポーツ連盟東京都連盟などの市
民団体で構成している「2020 オリンピックパラリンピックを
考える都民の会」が取材を受けました。今回で 3 回目の取
材で、オリパラ都民の会事務局長で東京都連盟の理事長の
萩原純一さんがレポーターの清水国明さんと東京都が整備
する施設を周り、経費がいくら削減されたかを検証する内容
となっていました。当初の予算より大幅に膨れ上がった後の
検証のため、413 億円の削減が強調されていましたが、まだ
まだ 1828 億円の施設整備費が見込まれています。番組内
で萩原事務局長は、最近の発表で別途 8100 億円の大会関
連経費がかかることや、五輪後の施設の維持管理費に 10
億円の赤字が出ることを指摘しました。

～大会関連経費とは～
ボランティアの育成、街の無電柱化
都市インフラの整備、バリアフリー化など

種目や地域連盟の力で成功させよう！！
第８回ゆりかもめリレーマラソン
11 月 11 日（日）に第８回ゆりかもめリレーマラソンが開催を予定していま
す。この ゆりかもめリレーマラソンは、東京反核平和マラソンと並び、東京
都連盟が主催・主管する行事です。普段はそれぞれの地域や種目で活躍
されている皆さんに協力していただき、ランナーのみならず、多くのスポーツ
愛好家が「参加して良かった！！」と思える大会づくりを行っています。今年も
各組織の皆さんとともにリレーマラソンを成功させたいと考えております。
チラシの配布の準備も進み、募集告知を開始、ただいま参加者絶賛大募
集中！！です。ランニング仲間はもちろん、職場や学校、スポーツクラブでの仲
間、ご一家や親戚同士等々、大人から子供までみんなで楽しく 1 周約
1.3km のコースで４２．１９５ｋｍを仲間とタスキでつないでみませんか？会場は
ゆりかもめ「有明駅」徒歩 1 分のというアクセス抜群の東京臨海広域防災
公園です。大会終了後には隣接するバーベキ
ュー場で打上げをしたり、防災体験学習施設
のある「そなエリア」で防災に対する知識を深
めることもできます。スポーツの秋がはじまり
ます！！たくさんの方のご参加お待ちしております！！定員は 150 チームです。お申込みはお早目
に。申込み締め切りは 10 月２２日（月）です。また当日、走路誘導や周回確認等のお仕事をし
ていただくボランティアも同時募集中です！！
リレーマラソンについては、東京都連盟事務局（TEL 03－3981－1345）までお気軽にお問合せ下さい。

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
8/12(日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン
8/26（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 47 回東京海の教室
8/3（金）～5（日）館山北条海岸
・第 34 回東京年齢別水泳大会
9/17（祝）東京辰巳国際水泳場

卓球
・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
・ハローレディース団体戦３Ｓ
10/9（火）エスフォルタアリーナ八王子

2018 年８～10 月

■多摩
・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

テニス
・駒沢オープン団体戦
9/9（日）駒沢オリンピック公園
・第５５回東京スポーツ祭典全国大会予選
１０/８（月祝）城北中央公園テニスコート
・城北中央オータムテニス大会
１０/１４（日）城北中央公園テニスコート
■北区
・第 56 回秋季大会 女子ダブルス
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
・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

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
9/15（土）24（祝）北本市体育センター
■北区
・第 43 回春季バレーボールシニア大会
決勝 8/19（日）桐ヶ丘体育館

野球
・第５５回東京スポーツ祭典都大会
１０/７（日）都立城北公園野球場

ウォーキング
・鬼平の青春とスカイツリー
8/4（土)両国駅西口 9:45 集合
・善福寺公園と井草八幡宮
9/9（日)JR 中央線・西荻窪駅 9:45 集合
・「高麗郡」の歴史を訪ねて
9/22（土)西武池袋線・高麗駅 9:45 集合

剣道
・第７回荒川スポーツ祭典剣道大会
9/16（日)荒川総合スポーツセンター
・第５５回東京スポーツ祭典剣道大会
１０/２１（日）東京武道館第二武道場

・第 19 回 NJSF Tokyo City Open
8/12（日）北区桐ヶ丘体育館
・第５５回東京スポーツ祭典全国大会予選
１０/２８（日）荒川スポーツセンター

～ 編集後記 ～
先日の日大アメフト問題ですが、大
学そのものの体質が問われている

■練馬区

■荒川区

が、特に監督、コーチの会見での弁

・練馬スポーツ祭典卓球大会

・荒川スポーツ祭典トーナメント大会

明は、選手たちに強制しているのに

8/25（土）荒川スポーツセンター

していないようなウソの答弁し、真

9/15（日）練馬区総合体育館
■大田区
・混合女子ダブルス卓球大会
10/27（水）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
■杉並区
・シングルス P リーグ大会
8/10（金）高円寺体育館

・第７回荒川スポーツ祭典ダブルス大会
9/22(土）荒川スポーツセンター

隠したり、ごまかしたりとずるい考

■中野区

えになりがちですが、私達も潔さを

・第 1 回東京中野団体戦

持ちたいと思う。（佐藤正美）

8/12（日）中野区立体育館
■練馬区
・練馬スポーツ祭典ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ大会
8/5（日）練馬区立総合体育館
8/12（日）光が丘体育館

■中野区

■新宿区

・ハッピーカルテット

・第 40 回新宿団体リーグ戦

9/1（土）中野体育館

実味のない話で都合が悪くなると

8/26（日）新宿スポーツセンター

