
盛況！！130チームがエントリー ～第４４回ふれあい赤羽駅伝～ 

毎年4月開催で行われていましたふれあい赤羽駅伝は、今大会は諸般の事情

で5月12日に開催となり、少し気温が高くなることも心配でしたが、事故もなく、

天候にも恵まれ、無事に大会が終了し安堵しました。 

 コース上の JRの京浜東北線の高架線の工事が 3月中旬よりあったことで、荒

川マラソンコースの管轄の岩淵出張所へ何度も出向いて交渉し、大会開催も危

ぶまれまたうえ、昨年までの自動計測から神奈川方式での計測なったことなど

から、参加チームの予測も難しい状況でした。しかし例年以上のエントリーとなり

130チーム集まりました。 

例年、大会はメダルを出していましたが、今大会はクオカードに変更し、副賞と

して男子チームにワイン、女子チームにフルーツボトルをだし、最多出場チーム、親

子チームには特別賞を作り賞品を工夫しました。これからも参加チーム、役員の

意見をいただきより良い大会にしていきたいので応援よろしくお願いします。 

（東京ランニングクラブ 佐藤正美） 

 

～第２７回東京辰巳水泳大会を終えて～ 

昨年の５月６日以来１年ぶりになる５月２日、第２７

回東京辰巳大会を辰巳国際水泳場で開催するこ

とができた。この１年間東京水泳協議会は、来年の

オリンピック・パラリンピックに向けた改修工事のた

め辰巳国際水泳場が使えなくなるのに伴い、千

葉国際水泳場、武蔵野の森スポーツセンターなど

に、会場を求めて迷走し続け開催時期も、従来の

時期を大きく外れることが多く、参加選手も大変

に混乱させられたことと思う。その結果、本来の会

場で昨年とほぼ同時期に開催した辰巳大会にも

関わらず参加者は、昨年に比べて大幅に減ってしまった。象徴的なのは、人気の１５００ｍ自由形で、例年定員をオーバーする

人数の出場希望を受け、締め切りよりも早く定員に達し、お断りの電話をしなければならないことが常だったのが、今年

は定員の半数にも満たず、辰巳大会として初めて「１レーンに泳者１名」というレースになったことだ。男女同一で３組のレー

スとなったが、参加選手は、実力を遺憾なく発揮してくれただろうと思う。 

それも含めて、個人種目に５１８名、リレーに４４チームが参加し力泳を繰り広げ１個の大会記録と３０個の大会新記録をマーク

してくれた。 

しかし、今回で辰巳大会は最後になる、という衝撃的なニュースが入ってきている。オリンピック後の利用について、アイスリ

ンクとして通年で利用することに決定した、という通達が東京都から突如なされたのだ。利用者として何度も検討の段階

を問い合わせていたのにも関わらず、一度もコンタクトを取ることもなく、決定だけを通達してくるのも乱暴な話だと思う

ので改めて、利用者の一人として意見を述べさせてもらわなければならないと思っている。 

（東京水泳協議会 谷口博 プールサイドより） 
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 ３回目を迎えた東京ビビチッタ。今年は４月下旬の開催となり、芝桜が見事に咲き誇る中、参加者は初夏を思わせる陽気

にも負けることなく元気に走りぬきました。 

 １㎞、３㎞、12㎞あわせて 22名のランナーと役員 10名の参加でした。今年も親子で出場したランナーや元気に 12㎞を完

走された 82 歳の方が大会を盛り上げてくれました。まだまだ認知度の低い大会ですが、「継続は力なり」をモットーに粘り

強くビビチッタの魅力を広げていきたいと思っています。 

（東京ランニングクラブ・小林一美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シリーズ  ～ 地域スポーツの現場で起こっていること ～  

障害あってもスポーツを楽しみたい 身近な場所に広げることが大事 

杉並区や世田谷区で水泳教室などの取り組み 
 杉並区の高井戸地域区民センター内の温水プールでは年間

通して「障がい者水中歩行教室」が開かれています。参加者５人

に指導員が３人とほぼマンツーマンの態勢です。ただ、障害者が

利用できる温水プール施設は、同区内では事実上この一カ所で、

定員も一回５人のみ。 

昨年の区議会で日本共産党の金子けんたろう議員が「障害

を持った人が気軽に参加できるよう、身近な地域に施設を広げ

ていくことが必要だ」と区に改善を求めました。 

 世田谷区では、知的障害者対象の体操教室や水泳教室を通

年開催しています。さらに同区は昨年、「障害者スポーツの推進」

を掲げ、人材の育成を重視しています。障害者がスポーツに参

加するためには指導員やボランティアが欠かせないからです。こ

うした取り組みを通じて〝スポーツに参加した、参加したい〟という

障害者の割合を３割から６割台まで引き上げたいといいます。 

 日本体育大学の久保健教授は「障害を持った人がスポーツに

参加するためには、自治体の役割は決定的に重要だと指摘し、

「利用者やスポーツ団体が声をあげ、議員が議会で取り組みを

縮小するなと追及することも大事なこと」と語ります。 

（スポーツジャーナリスト  金子義夫) 

 

 



 

 

５月３１日（金）に東京都オリンピック・パラリンピッ

ク準備局の施設管理担当の課長ら５名の職員と

面談し、オリンピック開催におけるスポーツ施設の

利用制限について、以下の５つの項目の要請を行

い意見交換をしました。 

１、東京体育館、武蔵野の森スポーツプラザ、東京 

  辰巳国際水泳場及び有明テニス森公園の利 

用できない期間の短縮すること。 

２、TOKYOスポーツ施設サポーターの更なる拡充 

及び優先利用団体への都立施設並みの待遇、 

また他県とも連携したスポーツ施設確保や東 

京都と同等の利用条件の確保のシステムを構築すること。 

３、武蔵野の森スポーツプラザのプールについて。 

①現状設備では辰巳国際水泳場のような計測システムが無いため、手動計時での大会開催となってしまいます。全自 

動計測装置や電光掲示板等の計測機器の配備すること。 

②観客席が狭くまたガラス張りのため大会開催の場合の一体感が出ないため観客席の増設および改修すること。 

４、東京辰巳国際水泳場については、東京都として、利用の見込みや愛好者の動向、需給バランス等の調査を徹底し、引 

き続き都民の水泳場として継続して運営していくこと。 

５、新設の都立スポーツ施設の利用料金については、五輪終了後、既存のスポーツ施設と同様の基準で利用料金を設 

定し、都民が利用しやすい料金設定にすること。 

６、新国立競技場について五輪終了後も引き続き陸上競技場として利用できるよう東京都としても関係各所へ働きかけ 

ること、また陸上競技場として残すこと。 

東京都は「スポーツ施設の利用再開時期については、大会組織委員会と調整の上決まるとし、東京都としても極力影響が

出ないよう交渉していく」と回答でした。また辰巳国際水泳場についてはスケートリンクへの改修が決まっているとの回答

でしたが、スポーツ連盟としては署名活動等を行い、水泳場継続を求める運動を行って行きます。 

 

 

 

 

 

今期より新任理事となりました東京都テニス協会理事長中根良光（なかねよしみつ）と

申します。現在東京都テニス協会理事長のほか、板橋区テニス協議会会長の役割も担って

います。この板橋区テニス協議会は、東日本大震災（H23.3.11）の翌年、東北は宮城県より

チームを招待してミックス団体交流戦と題し 5 年続けました。このことによって昨年休止状

態だった宮城県テニス協議会が連盟として復活し、全国大会まで開催できるようになりまし

た。非常に嬉しいことで、さらに継続してできるよう支援するとともに板橋区も頑張ろう、そ

して東京都連盟の発展につながれば良いと思います。もちろん、私も選手としても頑張って

いきます。（東京テニス協 中根良光） 

 

 

４８期新任理事のご紹介 ～中根良光さん～ 

東北・熊本復興支援行事 ミックス団体戦テニス大会にて 

2017年 7月 22日（板橋区） 



～ 編集後記 ～ 

  先日の報道で北方領土の地で

一国会議員の軽率な発言はなん

という事か。私は道東の地で生ま

れ育ったこともあり、全国の皆さま

よりは領土問題は少し理解が深い

かもしれませんが、この国会議員は

なんですか？ 現在は世間を知らな

すぎる議員が多くいる。情けない

時代です。（佐藤正美） 

 

 
 ランニング       

・第 21 回ナイター陸上競技大会 

 7/6（土）舎人陸上競技場 

・月例多摩川ロードレース 

7/14(日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 7/28（日）荒川河川敷 

・第 56 回東京スポーツ祭典陸上競技大会 

 9/29（日）駒沢オリンピック公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水泳           

・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          

・駒沢プログレスリーグ卓球大会 

7/2（火）駒沢屋内球技場 

・第 55 回全国大会予選大会 

8/3（土）年代別個人 男子 SUBARU SC 

・8 月プログレスリーグ 

 8/22（木）28（水）東京武道館 

・関東オープン中高生卓球大会／個人戦 

 8/26（月）27（火）ｴｽﾌｫﾙﾀｱﾘｰﾅ八王子 

・関東オープン中高生卓球大会／団体戦 

 8/1（木）2（金）駒沢体育館 

■北区 

・ダブルスリーグ卓球大会 

 9/16（祝）赤羽体育館 

■練馬区 

・練馬区スポーツ祭典卓球大会 

 9/16（祝）光が丘体育館 

・年齢別ペアマッチ卓球大会 

 10/12（土）光が丘体育館 

■新宿区 

・トリオマッチ卓球大会 

 8/12（祝）新宿スポーツセンター 

■中野区 

・ハッピーカルテット 

 9/8（日）中野体育館 

■世田谷区 

・第 78 回世田谷オープン卓球大会 

 9/14（土）世田谷区総合体育館 

■多摩 

・多摩 MIX・女子ペアマッチ 

 8/7（水）柴崎市民体育館 

 テニス         

・サマーオープンテニス大会 

 7/7(日）駒沢公園 

・連盟杯 

 9/8（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 

・連盟杯テニストーナメント 

7/7（日）哲学堂庭球場 

・スポーツ祭典テニストーナメント 

9/15（日）上高田庭球場 

■北区 

・第 57 回北区スポーツ祭典秋季大会 

9/1（日）新河岸川 男子ダブルス 

9/15（日）新河岸川 女子ダブルス 

10/6（日）新河岸川 女子団体戦 

 バドミントン      

・第 85 回ＮＪＳＦクラブ対抗リーグ戦 

7/21（日）北区赤羽体育館サブ 

■中野区 

・第２回東京中野団体戦 

 8/１0(土）中野区立体育館 

■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 

 

 

■新宿区 

・第 41 回新宿団体リーグ戦 

 7/14（日） 新宿スポーツセンター 

 ウォーキング      

・三浦半島、守られた小網代の森と湿原を歩く 

7/14（日）京急三崎口駅 9:45 集合 

・歴史と文化の上野の森を散策 

7/27（土) JR 上野駅公園口 9:45 集合 

・都立林試の森公園とすずめのお宿緑地公

園界隈を歩く 

8/4（日）JR 目黒駅中央改札口 9:45 集合 

・御茶の水と神保町界隈を歩く 

8/24（土）JＲ御茶ノ水駅聖橋口 9:45 集合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 スキー                  

・乗鞍担ぎ上げサマーキャンプ 

7/12（金）～14（日）乗鞍雪渓 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2019 年 7 月～10 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 
東京反核平和ウォーキング 

PEACE WALKING 

7/21（日）JR 青梅線 拝島駅 

10：45 集合 

拝島駅⇒横田基地（約 6ｋｍ） 


