
東京武道館 駒沢屋内球技場

2019年
3月26日

中学校個人戦
男子　270名
女子　39名

高校団体戦
男子　78チーム
女子　32チーム

2019年
3月27日

高校個人戦
男子　271名
女子　50名

中学校団体戦
男子　80チーム
女子　19チーム

２つの会場を確保して開催 ～第５５回中高生卓球大会～ 
前年度、会場の確保ができず開催しなかった、第 55 回中

高生卓球大会を右記のように２つの会場で 2 日間、開催し

ました。 

 年々高まりゆく卓球ブームの中、要項を送付した学校やク

ラブだけでなく、ネットを見て申し込みをしているところもあ

り又、会場も小さいため、個人戦は中学校、高校それぞれ

200名以上をお断りしました。 

 今回、参加受理した中学校女子Aランク個人戦は、7名の

総当たりを予定していましたが、うち 2人がキャンセル、残り

5名中 3名が同クラブと言うことで保護者から不満が寄せ

られました。断った学校からの補充も考えましたが、男子や

B ランクの女子の女子もいたことから A ランクの女子だけ

を参加可とすることはできず、悩みました。東京体育館であ

れば全員参加受理できるのに・・・と早く利用再開する日を

待つばかりです。 

 当日は、綾瀬の東京武道館を日本武道館と間違えて九段

下へ行ったり、「ラケットを忘れて取りに帰っていて 11 時過

ぎになるがどうしても参加したい」と連絡してきた選手が居

たりしましたが、円滑に進んだと思います。「開催を待っている」と言って下さる先生や、「楽しかった」と感想を言ってくれた

選手（ある体育館で、今大会に参加したらしい少年が周囲の仲間や友達に話していたそうです）もいて今後も参加者に喜

んでもらえるよう考えながらやっていきたいと思います。（東京卓球協議会 中野久美子） 

沢山の大会記録が出る！！ ～第３９回春季陸上競技大会～ 

４月７日（日）に駒沢オリンピ

ック公園陸上競技場で第３９

回春季陸上競技大会が開催

されました。今大会は、東京ラ

ンニングクラブ主催大会の開

幕となる行事で、朝から 1 日

中良い天気に恵まれました。また大会では多くの選手が参加して頂きとても盛り上がりました。 

陸上競技大会を開催するにあたり、役員、審判員の協力が必要ですが、2020 年オリンピックパラリンピックの影響で、各

地でも大会が開催され役員、審判員の確保が大変でしたが、大会は事故もなく開催できました。 中学男子１５００ｍなど多

くの種目で大会記録が更新されました。 

 東京 RC 主催行事は、今後 7 月の第 21 回ナイター陸上大会、9 月の東京スポーツ祭典陸上競技大会と続きます。陸上

競技愛好者の皆さん、是非大会参加を検討していただけると幸いです。（東京ランニングクラブ 佐藤正美） 
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東京辰巳国際水泳場の継続を求める署名活動を！！ ～東京水泳協議会総会～  

3月 31日（日）に東京水泳協議会は第

46回定期総会を開催しました。総会では

活動総括や今後の方針の他に、東京五

輪五輪終了後に、東京辰巳国際水泳場

をスケートリンクに改修するとの計画が報

道されたことを受けて、参加する皆さんの

意見を聞き東京水泳協議会としてどのよ

うに対応していくかを話し合いました。 

会場からは、「コース貸の抽選が高倍率

で当たらない」「土日は大会を開催してい

て一般利用できないことも多い」「同じ地

域に 2か所といっても都民の人口からすればまだまだプールは足りていない」「スケート場としてわざわざ改修して作らず

新設しても良いのではないか」と泳ぐ場所が足りていないとの声が多く上がりました。また新しくできたのだから、辰巳国

際プールもそのまま残し、より多くの水泳愛好者が使えるようにしてほしいとの継続希望の意見で会場は一致しました。

他にもアクアティクスセンターの利用料は辰巳国際水泳場よりも大きく上がってしまうのではとの懸念の声も出ました。 

東京水泳協議会は、年間 5大会を辰巳国際水泳場で誰でも参加できる大会として開催しています。この会場確保につ

いても、国際大会や全国大会等からマスターズ大会、小中学校の行事まで多くの競技大会が開催されるため、優先利用

の貸切は、第 1希望から第 5希望を出しても決まらないことが多々あります。第 5希望でもダメなときは水泳場と協議を

重ね、やっとの思いで確保できているのでアクアティクスセンターと併存して残してほしいとの思いがあります。 

水泳に関わる皆さんからは、練習場所確保が厳しい、気軽に泳ぐ環境が少ない等、水泳普及にはまだまだ多くの困難

な状況があると本総会以外でも常に声が上がっています。 

 本総会では東京水泳協議会として東京都に対して「辰巳国際水泳場継続を求める署名」を行い、継続してもらうよう要

請する活動を新日本スポーツ連盟東京都連盟と一緒に行うことを決めました。より多くの水泳愛好者の皆さんに賛同し

ていただけたらと思います。また個人でも東京都のホームページから都民の声として辰巳国際水泳場を継続させようの声

を届けようと呼び掛けています。是非皆さんも「東京辰巳国際水泳場継続を！！」の声を東京都に届けて下さい。 

以下の URLから東京都の「あなたの声をお寄せください」に行くことができます。 

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/iken-sodan/otoiawase/otoiawase/goiken/index.html 

地域スポーツの現場で起こっていること ～中野区連盟～ 

晴れのち曇り・・・暗雲漂う中野区政、運動施設の利用料金 

2018 年秋、中野区は運動施設の利用料金半額に踏み切った。英断で

あり、朗報であった。 

半年後の今、…であった、と過去形で表現せざるを得ない寂しさ。オリン

ピック開催でスポーツ熱の高まりが追い風であったが、過去数十年値上

げに次ぐ値上げで利用料が高額になりスポーツ愛好者、区民のスポーツ

熱衰退を招きその反省の筈であった。 

来年 4月、新しい体育館が竣工、区民利用の前に国際オリンピック卓球

選手の公式練習会場になりその後区民に開放される。しかし、先日中野区

スポーツ担当者との会談で新利用料金が発表され、そのまま議会で承認されてしまった。利用料金現在比 1・5倍と！！ 

新体育館利用料金については“据え置き”と何度も聞かされ安堵していただけに違約に腹立たしさを覚えている。令和

元年早々、中野区連盟は再び中野区政と対峙せざるを得ない。（中野区連盟 副理事長 三浦 徹） 

平和の森公園の新体育館（イメージ図） 



 

 

 

 

今期、新しく理事になりました東京スキー協の出崎福男（でさきふくお）です。スキー協のクラブ

に入会したのが 1994 年、1999 年に全国スキー協の初級指導員資格を取りました。実際に指導

ができるようになったのは 2002 年に中級指導員となってからですが、2010 年から 6 年間全国

スキー協技術部員を務めさせて頂くなど、スキー技術分野での活動を多くしてきました。現在東

京スキー協の理事長です。 

スキーはシーズンスポーツでレジャーの側面も強く持っていると思います。スキー協加盟クラブ

では、オフ行事としてテニスや卓球にとりくんでいるクラブもあり、年間を通じてスポーツに取り組

むことがクラブ活性化にとって重要だと感じています。私が都連盟理事として活動していくなかで、都連盟の他種目の行

事などをスキー協内で紹介・活用したり、スキー協行事に他種目の方が参加されることをもっと増やしていくなど、結びつ

きを強めていきたいと考えています。（東京スキー協 出崎福男） 

 

2年前は種目の卓球から理事として都連盟理事会に参加してきました（今回は新宿区連盟）。ですから新人というのは

おこがましいですし、せっかく若い方が新理事として加わったのに、平均年齢をあげる人になり心苦しいです。 区連盟と

いう狭い視野ではいつも行き詰ったり、あきらめが早くなります。 

他の地域や種目の活動や様子を知ることから始めようと思い、理事として加えていただきました。よろしくお願いいたしま

す。（新宿区連盟 竹折冨美子） 

 

 

 

東京反核平和マラソンの季節が近づいてきました。この行事は「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。東京都連盟主催行事として、全組織を挙げて参加者、サポーターを

募り、第２４回東京反核平和マラソンを成功させましょう。被爆、終戦か

ら７０年以上経ちました。しかし依然として、世界各地では紛争は絶えま

せん。今年も「スポーツは平和とともに」「核兵器廃絶」のスローガンを

掲げ、沿道の皆さんにアピールして「東京反核平和マラソン」を例年以

上に盛り上げていきましょう。コースは夢の島、杉並区役所、大田区役

所、北区役所の都内 4か所から出発して代々木公園を目指します。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。平和を愛するスポ

ーツマンの皆さん是非ご参加下さい。 

東京反核平和ウォーキングは７月２１日（日）に開催！！ 

７月２１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。走るのは厳しいという方、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） 

 

４８期新任理事のご紹介 ～出崎福男さん・竹折冨美子さん～ 



～ 編集後記 ～ 

  元号が変わる。1400年近くも昔

の大化（645 年）から続いている。

歴史好きの私は延喜・天暦といえ

ば平安王朝絶世期。建武といえば

後醍醐天皇。天正といえば戦国～

豊臣秀吉の時代、享保の頃は徳川

吉宗かと時代ごとのイメージが湧

く。ここまで続けば日本の文化とし

ての位置付けと私は肯定的だが、

世の中は何となしにマスコミ、商業

主義に踊らされている。五輪もしか

り。中身のないバカ騒ぎはもううん

ざり。（宮内） 

 

 
 ランニング       

・月例多摩川ロードレース 

５/1２(日）国立市営河川敷グラウンド横 

・第 44回ふれあい赤羽駅伝大会 

 5/12（日）荒川河川敷 

・月例赤羽マラソン 

 ５/2６（日）荒川河川敷 

・第 21回ナイター陸上競技大会 

 7/6（土）舎人陸上競技場 

 

 

 

 

 

 

 

 水泳           

・第 27回東京辰巳水泳大会 

5/2（祝）東京辰巳国際水泳場 

・第 48回東京海の教室 

８/２(金）～４（日）館山北条海岸 

・第 10回オールエイジ水泳大会 

８/１８（日）東京辰巳国際水泳場 

 卓球          

・綾瀬レディーストリオマッチ卓球大会 

 6/5（水）東京武道館 

・第 16回ハッピーカルテット 

 6/20（木）駒沢屋内球技場 

・第 26回ラージボール大会 

 6/26（水）東京武道館 

・第 55回全国大会予選大会 

8/3（土）年代別個人 男子 SUBARU SC 

■練馬区 

・年齢別夏季卓球大会 

 6/2（日）中村南スポーツ交流センター 

■杉並区 

・杉並ペアマッチ大会 

 5/26（日）上井草スポーツセンター 

■世田谷区 

・第 77回世田谷オープン大会 

 6/7（日）世田谷区総合体育館 

■大田区 

・大田スポーツ祭典 MIX団体戦 

 5/25（土）大森スポーツセンター 

■多摩 

・第 19回多摩スプリング団体戦 

 6/1（土）東久留米スポーツセンター 

  テニス         

・皐月オープンテニス大会 

 5/26（日）光が丘公園 

・サマーオープンテニス大会 

 7/7(日）駒沢公園 

■練馬区 

・第 51回練馬区スポーツ祭典 

7/13（土）20（土）28（日）土支田コート 

■中野区 

・もえぎテニス大会 

5/12（日）哲学堂庭球場 

■北区 

・第 44回春季大会 

6/2（日）新河岸川 女子団体戦 

6/6（木）新河岸川 男女Ｓ 男女Ｄ 

6/23（日）桐ヶ丘 男女ダブルス 

 バドミントン      

・第８回赤羽オープン団体戦 

5/11（土）桐ヶ丘体育館 

・第 8回城北オープンシングルス大会 

5/12（日）赤羽体育館 

・第 8回城北オープンミックス大会 

6/16（日）赤羽体育館 

■板橋区 

・春季スポーツ祭典バドミントン大会 

 ５/１８(土）上板橋体育館 

■北区 

・北区春季バドミントンダブルス大会 

 ５/３(祝）桐ヶ丘体育館 

■練馬区 

・第 51回練馬スポーツ祭典 

 8/10(土)11(日) 光が丘体育館 

■杉並区 

・杉並春季バドミントン大会 

 6/23(日）妙正寺体育館 

■新宿区 

・第 41回新宿団体リーグ戦 

 7/14 新宿スポーツセンター 

 ウォーキング      

・悠久の三輪の里山と古寺を巡る（町田市） 

5/18（土）小田急線鶴川駅 9:45集合 

・幕張新都心～稲毛海浜公園をあるく 

6/9（日) JR京葉線海浜幕張駅 9:45集合 

・日蓮大本山と永井荷風が歩いた道 

6/15（土) ＪＲ下総中山駅北口 9:45集合 

・戦争遺跡 ・日吉台地下壕見学会 

6/22（土) 東横線日吉駅 9:45集合 

 スキー                  

・東北「鳥海山」 山スキー入門教室 

5/3（金）～5（日） 

・春の八甲田山 山スキー入門教室 

5/3（金）～5（日） 

・立山剣沢山 山スキー入門教室 

5/24（金）～26（日） 

 剣道                  

・東京春季スポーツフェスティバル剣道大会 

6/23（日）東京武道館 第二武道場 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2019年５月～８月 

第 24 回東京反核平和マラソン 

PEACE ランニング 

7/13（土）9：30 頃スタート 

東西南北４コース 

⇒神宮通り公園ゴール 


