
 

 

 

 

 

10月 27日（日）に東京臨海広域防災公園（江東区）で第９回ゆりかもめ

リレーマラソンが開催されました。例年は 11 月に開催している大会ですが、

会場の都合で初めて10月の開催となりました。１０６チームがエントリーし（参

加は 105 チーム）、42.195km を各チーム思い思いに走ってタスキをつなぎ

走り抜きました（1周約１．３ｋｍを32周）。朝は曇り空でしたが、次第に晴れ間

も出てくるようになり、大会中は汗ばむ陽気になりました。昨年に続き小学

生の部のエントリーチーム「ヒコモンチルドレン」の皆さんが開会式で元気よ

く選手宣誓を行い、10時 30分開始の号砲が響きました。 

小学生からベテランランナー、８０代のランナーと幅広い参加者でそれぞ

れのチームが一丸となってタスキをつなぎ盛り上がっていました。「OZEKI the world」チームが、レースの序盤からハイペー

スでトップをキープし、【2 時間０９分４０秒】でゴールしました。この大会は、順位に関係なく参加したチームの皆さんに喜んで

もらえるよう飛び賞があります。ゴールした順番の「運」によって、北海道産の農産物や海産物が「当たり」ます。ゴールして

思わず飛び賞を受賞し、歓声を上げたチームからは、「参加して良かった」との声も聞こえてきました。 

次回は記念すべき第 10 回大会となります。今まで以上に良い大会となるよう皆さんの声に耳を傾け、準備したいと考

えております。11 月初旬に開催を目指して計画を進めていきます。入賞を目指すもよし、飛び賞を狙ってもよし、「ゆりかも

めリレーマラソン」へ来年も参加していただければ幸いです。普段走っていない方でも、チームを作って皆で和気あいあいと

気軽に走れます。また来年会場でお会いしましょう。 
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OZEKI the Worldの皆さん 



新日本スポーツ連盟東京都連盟が主催する第 56回東京スポーツ祭典（共催：東京都）が 9月 28日から始まりました。 

来年 3 月 15 日まで 10 種目（陸上・水泳・バレーボール・卓球・バドミントン・ウォーキング・剣道・スキー・野球・テニス）、  

19大会が開かれます。今回は全国大会への切符をかけたバレーボール大会、年々参加者が増えている剣道大会の様子を

報告します。 

全国大会への切符をめざして ～第６回６人制男女バレーボール大会～ 

9月 28日（土）稲城市総合体育

館で全国の男女 6人制バレーボー

ルの予選会が開催されました。参加

は女子 3チーム、男子 7チームでし

た。女子は世田谷の東陵東京クラ

ブが、男子はＪＯＹが東京都の代表

に決まりました。 

男子決勝のＪＯＹとＭＡＸの試合

はレベルの高いものでした。11月 9日～10日にかけて愛知県で開催される全国競技大会で頑張ってもらいたいと思いま

す。 

ちょうどバレーボールのワールドカップが日本で開催されていました。男子は 28年ぶりに 4位になり盛り上がっていまし

た。東京にバレーボール協議会がなくなって数年が経ちます。東京予選なのでどのチームも真剣ですが、その中にも楽しそ

うな雰囲気がみられチーム種目はいいなと思いました。今回参加してくれたようなバレーボールが大好きな人たちに接す

ると、もう一度バレーボール協議会を設立したいと強く思いました。（小林章子） 

 

1人 2試合以上ができると好評!! ～東京スポーツ祭典剣道大会～ 
秋の深まる 10月 27日（日）、東京武道館に 200名を

超える剣士が揃い、朝から熱気に包まれました。回を重ね

るごとに参加者数が増え、参加選手のレベルも上がり多

彩な見応えのある大技、小技が連続して繰り出されます。

返し面、抜き面、返し胴、抜き胴が決まると大歓声が湧き

上がりました。４，５，６段の実力者の激突は男女問わず心

技体の迫力が漲っています。各部門の優勝決定戦では縦

横の竹刀さばきで見る人たちを魅了しました。団体戦の

決勝戦は、午後 8時近くまでかかってしまいました。剣道

では、このようなオープン大会が少ないこともあって日本

全国各地からの参加者も増えています。「この大会はオー

プン戦なので参加しやすい」「個人戦、団体戦ともリーグ

戦なので沢山試合ができる」と好評を得ています。参加選

手が増えることによって、運営面での大会レベル向上も課題です。参加者の声に耳を傾け、剣道愛好者の要求に応えられ

るよう活動をしてきたいと考えております。来年は７月12日（日）に東京武道館第二武道場で開催します。また沢山のご参

加をお待ちしております。 

 

 

男子 39歳以下二段以上の部の入賞者の皆さん 

 

女子優勝の東陵東京クラブ 

 

男子優勝の JOY 

 



 

 

 

10 月 19 日（土）に都立浮間公園テニスコートで

北区連盟と東京都連盟の共催事業としてテニス交

流会を開催しました。東京都連盟に関わる全種目・

地域の人たちを対象に、テニス経験の有無に関わ

らず楽しく異種目間の交流をしようとのコンセプト

で参加を呼び掛けました。当日は卓球、水泳、スキー、

野球、バレーボール等様々な種目や世代から約 40

名が参加しました。ベテラン、中級者、初心者・初級

者とクラス分けを行い、それぞれのレベルに応じて楽しく交流テニスを行い

ました。初心者クラスでは、北区で活躍している東京テニス協の日下部さん

をコーチに迎え、ラケットの握り方をはじめとした「入門編」から指導をしてい

ただきました。後半は、ダブルスの試合を行い、初心者ながらラリーが続くよ

うになったり、サーブが決まったりすると歓声が起こりました。参加者の鈴木

春香（東京卓球協）さんは「明日卓球の大会で、テニスの変な癖がついたら

どうしよう」と言いながらラリーを楽しんでいました。「スポーツはかきねを越

えて～世代・種目の交流線」と 6 月に行われた「プログレス」のスローガンを

体現したような楽しいテニス交流会となりました。終了後はアルコールを酌み交わす交流も行われ閉会となりました。 

北区連盟では毎週土曜日、この浮間公園テニスコートで、「北区部」という名の初心者を中心にしたテニスクラブの活

動を行っています。今回、ラケットの貸し出しやボールの手配等、北区部の皆さんのご協力をいただきました。この場を借り

て御礼申し上げます。北区部へのお問い合わせ、入部も常時受付しています。お気軽に東京都連盟までどうぞ。 

 

 

～東京オリンピックのマラソンと競歩会場の札幌移転の実現を歓迎します～ 

２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会は事務局長談話を発表しました 

新日本スポーツ連盟東京都連盟や市民団体で構成する２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会は、IOCのマ

ラソン、競歩の札幌開催を発表したことを受けて、10月 18日（金）に事務局長（萩原純一東京都連盟顧問）談話を発表し

ました。以下に要旨を掲載します。 

 

私たちオリパラ都民の会は、これまでも、開催時期の変更や北海道への競技会場の変更などを要望してきましたが、そ

のことが、この開催間際の時期にようやく現実的な検討課題になったもので、私たちは、歓迎するものです。             

当初から、東京の気候から７月２４日～８月 9 日の開催は、出場する選手にとっても、たくさんの観戦者にとっても過酷な状

況になることを懸念して、とりわけマラソンや競歩など長時間にわたって危険な気候にさらされる種目は、北海道などに移

すことも検討されるべきという要請をしてきました。 

今回、IOCが様々な暑さ対策の試行と効果やテストイベントを経て、選手やボランティアの安全にとって深刻な問題とな

っていることを認識したもので、対応の遅れはあるとしても適切な提案だと考えます。この判断は、多くの選手や世界から

集まる観戦者にとっても歓迎されるものと確信します。 

 安全でよりよい環境のもとで、友好と平和の祭典としてふさわしいオリンピック競技大会になることを期待するものです。 

 

種目を越えたテニス交流会 ～北区連盟・東京都連盟共催事業～

～ 



～ 編集後記 ～ 

  東京五輪のマラソン、競歩の会

場が札幌に正式に決定した。五輪

招致の際に「アスリートにとって快

適な季節」と謳い、招致を勝ち取っ

た。その他にも様々な招致の際の

「無理」の弊害がいたるところで、

「症状」として出てきている。クーベ

ルタン男爵の崇高な理念や、平和

の祭典としての位置付けをないが

しろにして、利権や商業主義優先の

現状。 

いつでもどこでもだれもがスポー

ツできる環境とスポーツを通じて平

和な社会が広がる東京五輪に期

待したい。（宮内） 

 

 
 ランニング     

・月例多摩川ロードレース（予定） 

1/12(日）国立市営河川敷グラウンド横 

・月例赤羽マラソン（予定） 

 1/26（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・東京大学検見川運動場 

 水泳      

・第 20 回中長距離水泳大会 

12/22（日）東京辰巳国際水泳場 

・東京水泳フェスティバル 

2/11（祝）東京辰巳国際水泳場 

 卓球      

・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 

・駒沢後期プログレスリーグ 

 1/24（金）駒沢屋内球技場 

・ハローレディース年令別シングルス 

 1/16（木）武蔵野の森スポーツプラザ 

・関東オープンレディースダブルス 

 2/5（水）武蔵野の森スポーツプラザ 

■練馬区 

・新春３ダブルス卓球大会 

 1/13（祝）光が丘体育館 

■中野区 

・クラブ交流会 

 1/13（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 

・レディースペアマッチ大会 

 2/17（月）小豆沢体育館 

■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 

・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     

・新春オープンテニス大会 

 2/2(日) 駒沢公園テニスコート 

・新春オープン団体戦 

 3/15(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 

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 

・女子男子クラブ団体戦 

1/19(日)男子団体戦 

1/26(日)女子団体戦 

■板橋区 

・男子シングルス大会 

12/7(土) 新河岸コート 

・壮年女子ダブルス大会 

12/14(土) 新河岸コート 

・新春男子ダブルス大会 

1/18(土) 新河岸コート（一般及び 2 部） 

 バドミントン   

■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 

■板橋区 

・第 56 回板橋区スポーツ祭典高校生大会 

 12/26（木）上板橋体育館 

■練馬区 

・第 14 回冬季バドミントン大会 

 1/12(日)光が丘体育館 

■多摩 

・多摩バドミントン３MIX 団体戦 

 12/14(土) 東大和市ロンド 

 バレーボール   

■北区 

・北区スポーツ祭典バレーボール大会 

 2 部予選 12/15 赤羽体育館・西浮間小 

 3 部予選 1/5 赤羽体育館 

 1･2･3 部決勝 1/12 赤羽体育館 

■板橋区 

・レディースバレーボール大会 

2/3（日）赤塚体育館 

 ウォーキング   

・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 

・日蓮大本山と永井荷風が歩いた道 

12/15(日）総武本線下総中山駅 9:45 集合 

・トレンドタウンを歩く 月島 

12/21(土）銀座線京橋駅 9:45 集合 

 スキー      

・2019 テクニカルフェスタ 

12/20（金）～22（日）志賀高原スキー場 

・越年スキー・スノーボード 

12/30（日）-1/2（木）キューピッドバレイ 

・かぐら峰周辺山スキー入門教室 

1/18（土）～19（日） 

・湯の丸山・山スキー教室 

 2/8（土）～9（日） 

 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2019 年 12 月～2020 年 2 月 


