
 

 

 

6月 23日（日）に東京武道館第二武道場で第 16回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。今回は締 

第 22 回関東オープン中高生大会を 8 月 1 日～2

日（団体戦：駒沢オリンピック公園体育館 中学生９４

チーム 高校生９２チーム）、と 8月 26日～27日（個人

戦：エスフォルタアリーナ八王子 中学生４６６名 高校

生４０５名）で開催しました。個人戦のエスフォルタアリ

ーナ八王子は、中高生大会としては初めての利用で、

中高年には遠いとのことで敬遠される会場で不安で

したが、沢山の申込みがありました。しかし、大会当日

が申込み 2 か月後、夏休み後半ということもあり、選

手それぞれの事情が変わっていて多くの棄権が出ま

した。広い会場ではありますが、参加をお断りしたり、

人数を減らしてもらった学校もあり、中高生とも 40 名

ほどの棄権があったことはとても残念でした。 

また、さらに残念なことに、ある高校の顧問の「何らか

の手違い」で 12名の選手の申込みがなされていませ

んでした。そうとは知らず会場にやってきた選手、試合

に入れてあげたかったのですが、多岐にわたる作業で

競技開始時間が遅れるうえに、参加できなかった学

校に不公平となるので、心残りでしたが帰ってもらい

ました。 

 今回嬉しかったことは、夏休みを利用してお母さんの

実家に来たついでにと言うことで、大阪の小５の女子

選手が参加してくれたことです。高校 A ランクへのエ

ントリーでしたが、「やっぱり高校のお姉さん達は強い」

と言いながらも１勝していきました。 

あと２か月もすれば要項の発送、年が明けたら受付開始と来年３

月の中高生大会に向けての準備が始まります。「うちはミッションス

クールなので、日曜日の試合参加は年に２回しか許されていない。平

日のこの大会はとてもありがたい。」と待ってくださっている学校もあ

り、選手の皆さんにとって楽しい、そして実りある１日になるようしっか

り準備を進めていきたいと思います。 

（東京卓球協議会 中野久美子） 
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真夏に中高生たちが熱戦をくりひろげました!! 

～第２２回関東オープン中高生卓球大会～ 

 



2020年第３３回全国スポーツ祭典の準備始動!! 
～祭典事務局会議兼関東ブロック会議～ 

 ９月５日（木）に東京都連盟事務所で来年開催される第３３回全国ス

ポーツ祭典実行委員会事務局会議が開かれました。３３回大会は関

東ブロック（東京、神奈川、千葉、埼玉）が主管し行われます。 

２０２０年は東京オリンピック開催と重なり、会場探しが難航しています。

全国種目組織は、関東に限らずに各県にも会場探しの範囲を広げ

奔走しています。 

 実行委員会体制は、実行委員長に小林章子東京都連盟理事長、

事務局長に宮内泰明東京都連盟事務局長が決まっています。ポス

ターやスローガンの選定作業も進み１２月の全国連盟理事会までに確定する予定です。皆さんとともに第３３回全国スポー

ツ祭典を盛り上げ、成功させたいと思います。全国大会の会場でお会いしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京辰巳国際水泳場のプール機能存続を求める請願について 

東京辰巳国際水泳場は東京五輪後にスケートリンクへ改修する計画となって

います。東京辰巳国際水泳場は、休日は大会利用、平日は各クラブの練習会が

活発に行われ、団体利用の抽選倍率が非常に高い状態です。アクアティクスセ

ンターが近隣に新設されますが、国際大会等の大規模大会やトップスイマー育

成中心にアクアティクスセンター、辰巳国際水泳場は市民スイマーがいつでも

気軽に利用できるプールと併存すれば現在の過剰な倍率を分散することがで

きます。スケート愛好者へは、五輪を契機に新たにスケート場の新設が必要と考えています。 

新日本スポーツ連盟東京都連盟と東京水泳協議会は 9月 13日(金)に東京都議会事務局へ「東京辰巳国際水泳場

のプール機能存続を求める」請願を行いました。当日までに集まった 1120筆の署名も併せて提出しました。署名は引き

続き 11月 5日まで集めます。皆さまご協力をお願い致します！  

関東ブロックの事務局メンバー 

第３３回全国スポーツ祭典のデザイン A案・B案（１２月にどちらか選ばれます） 

皆さまから集まった署名の束 
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シリーズ   地域スポーツの現場で起こっていること  ～ 板橋区連盟～ 

板橋区立のスポーツ・体育施設は、団体登録を行い、板橋区公共施設予約システムにより、インターネットからの使用申

込みになります。１回に５日分申込み可能で、Ｍａｘ２回まで抽選で当選可能ですが確率は低いです。ホームページの文化→

体育施設で検索できます。概要は、屋外施設としてテニスコートが 5 か所・23 面、ナイターは小豆沢と加賀の 2 か所です。

野球場が荒川河川敷に集中していますが、軟式一般 11面、硬軟兼用 2面、少年が 5面、硬軟兼用少年が 1面です。小豆

沢と城北に各2面（ナイター可）、徳丸と東板橋は少年専用です。フットサルパークが1面（少年サッカーも可）ですが、２館の

体育館でもできます。陸上競技場は 400ｍ×8 レーン 1か所、団体貸切が無い場合に多目的フィールド利用可（サッカー・フ

ットサル、ラグビー、ゲートボール、グランドゴルフ）。250ｍ×7 レーン 1 か所（高校生・一般にはカーブがきつく大会使用は困

難でしょう）。いずれも陸連未公認。 

屋内施設ですが、区内在住者２名で団体登録が可能です。プール５館、平日の貸切利用が可。体育館４館、一般公開日を

除き貸切利用可。武道場（柔道・剣道）、和弓場、洋弓場、相撲場もあ

ります。 

 スポーツ連盟板橋は、「板橋スポーツ祭典」の板橋区後援申請を行っ

ており、年間の先行予約を行っています。しかし来年度は７・８月にオリ

ンピックバレーボール・イタリア代表男・女チームが合宿・練習場に１館を

使用することと、東板橋体育館が 2020年２月から 2021年夏まで、約

２年近く掛けて全面改修予定で、使用制限通知が今年度の１/３ 

に制限するとのことで、押し返すべく交渉を数度行っていますが、困難

な状況です。 

 板橋区体育協会（会長・副会長・理事）とスポーツ連盟板橋の役員

（理事長・理事 2 名）間で過日、意見交換会を行っています。屋内体育

施設は板橋体協も制限を受けています。 

都立城北公園のグラウンド、陸上競技場を３種の陸連公認を取得して

欲しいとの運動を開始していること。これは城北ブロック５区（板橋、練馬、北、荒川、豊島？）の体協も一致して、区・行政、

区議会の支援も得られる働きかけを行っていることを伺い、スポーツ連盟として協力できることは行いますと表明していま

す。スポーツ連盟東京と東京ランニングクラブが中心になっていただき、各区連盟も協力していく体制が組めればよいと、

個人的には考えています。２種公認（サブトラック新設）の可能性の働きかけも考えられています。引き続きどうぞよろしく

お願いいたします。 （スポーツ連盟板橋・理事 聞間 至） 

♪ 種目・地域を越えた交流を楽しもう ♪  テニス交流会参加者募集中！！ 

東京都連盟には、１０の種目組織と７の地域組織が日々活動していま

す。種目を越えた横の繋がりを深めようと浮間公園テニスコートで東京

都連盟と北区連盟の共催でテニス交流会を開催します。 

テニス経験ゼロの方も大歓迎です。コーチもいますので基本から教

えてもらえます。もちろん経験者もご参加下さい。自身のスポーツとは

異なる種目で新たな発見や人との交流でスポーツの楽しさを更に深め

てみませんか？ 

お問い合わせ、申し込みは東京都連盟事務局までお願いします。 

（TEL：０３－３９８１－１３４５） 

多くのスポーツ施設のある城北中央公園 



～ 編集後記 ～ 

  ドーハで行われている世界陸上

の５０ｋｍ競歩、鈴木選手が見事金

メダル。暑さを避けて夜 11 時３０分

スタートだったが、それでの気温  

３１℃湿度７０％を超える蒸し暑さは、

男子の完歩率が６０．８％が示すよ

うに、過酷なレースとなった。鈴木

選手が、東京オリンピックへの出場

はわからないというほど、高温多

湿の気候に打ちのめされた。さて、

来年の東京オリンピックは、女子マ

ラソン８月２日、男子マラソン８月 9

日、５０ｋｍ競歩は、８月１日のスケジ

ュールとなっているが、万全な対策

ができるのだろうか。（萩原） 

 

 
 ランニング     

・月例多摩川ロードレース 

10/13(日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン 

 10/27（日）荒川河川敷 

・第 18回検見川クロスカントリー大会 

 12/8（日）千葉・東京大学検見川総合運動場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 水泳      

・第 35回東京年齢別水泳大会 

11/4（祝）東京辰巳国際水泳場 

・第 20回中長距離水泳大会 

12/22（日）東京辰巳国際水泳場 

 卓球      

・10月プログレスリーグ①② 

 10/25（金）28（月）東京武道館 

・第 36回ハローレディース団体戦 

 11/12（火）武蔵野の森スポーツプラザ 

・女子ペアマッチ P リーグ 

 11/13（水）東京武道館 

・ハローレディース女子ペアマッチ P リーグ 

 12/19（木）武蔵野の森（サブ） 

・ＭＩＸ団体戦 

 12/28（土）東京武道館 

■北区 

・北区スポーツ祭典ペアマッチ大会 

 11/11（月）滝野川体育館 

■練馬区 

・年齢別ペアマッチ卓球大会 

 10/12（土）光が丘体育館 

■中野区 

・第 57回中野スポーツ祭典（個人戦） 

 11/23（祝）中野体育館 

 

■世田谷区 

・第 79回世田谷オープン卓球大会 

 12/2（月）世田谷区総合体育館 

■板橋区 

・レディースシングルス大会 

 10/29（火）上板橋体育館 

■新宿区 

・新宿ダブルス大会（一般・年代別） 

 12/8（日）新宿スポーツセンター 

■多摩 

・第 17回多摩 ABC＝XYZ団体戦 

 10/4（金）泉市民体育館 

・多摩ダブルス Ｐリーグ 

 11/20（水）柴崎市民体育館 

・多摩アクティブ団体戦 

 12/29（水）柴崎市民体育館 

■町田 

・第 2回町田オープンダブルス大会 

 12/14（土）町田総合体育館 

 テニス     

・城北オープンテニス大会 

 10/6(日)城北中央公園テニスコート 

・オータムオープンテニス大会 

 11/17(日)城北中央公園テニスコート 

■北区 

・第 57回北区スポーツ祭典秋季大会 

10/6（日）新河岸川 女子団体戦 

11/3(日)桐ヶ丘 男子団体戦 

11/24(日)桐ヶ丘 ミックスダブルス 

12/15(日)桐ヶ丘 男女シングルス 

■中野区 

・クリスマステニストーナメント 

12/1（日）哲学堂庭球場 

■練馬区 

・秋のテニス教室 

10/27(日)11/3(祝)11/10(日)夏の雲 

・ウィークデイマッチ 

11/21(木)11/28(木)夏の雲 

 バドミントン   

・第 10回赤羽オープン団体戦 

 11/23（土）桐ヶ丘体育館 

・第８回城北オープンミックス大会 

 11/4(祝）赤羽体育館 

■新宿区 

・第 42回新宿団体リーグ戦 

 12/22（日）新宿スポーツセンター 

■北区 

・北区秋季バドミントンダブルス大会 

 11/10（日）赤羽体育館 

■練馬区 

・練馬秋季バドミントン大会 

 10/20(日)光が丘体育館 

 ウォーキング   

・柿生の峰を巡る散歩道 

10/5(土）小田急線はるひ野駅 9:45集合 

・虎ノ門から高輪までを歩く 

11/3(祝）銀座線虎ノ門駅 9:45集合 

・妖精の散歩道 アニメ噂の場所を歩く 

12/7(土）東小金井駅 9:45集合 

 スキー      

・2019平和駅伝＆交流ＢＢＱ 

10/27（日）小金井公園北口広場 

・山スキーの集い 

11/8（金）としま区民センター 

・2019テクニカルフェスタ 

12/20（金）～22（日）志賀高原スキー場 

 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2019年 10月～12月 

第９回ゆりかもめリレーマラソン 

10/27（日） 

東京臨海広域防災公園 

4～10 のチームでタスキリレーを 

して 42.195kmを走ります 

 


