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新年のご挨拶
2020 オリンピック・パラリンピックの年
となりました。本年もよろしくお願いいた
します。
皆さんは、2020 東京五輪を身近に感
じますか？私たちはスポーツが自己表現
の場であり、自分が輝ける場であると同
時にたくさんの仲間と出会う場である
ことを実感しています。
「オリンピック憲章」には、「オリンピズ
第２４回東京反核平和マラソン（７月１３日）
ムの目標は、スポーツを人類の調和のとれた発達に役立てることにあり、その目的は人間の尊厳保持に重
きを置く平和な社会を推進することに
ある。スポーツは人権の一つである。す
べての個人はいかなる種類の差別もな
く、オリンピック精神によりスポーツを行
う機会を与えられなければならず、それ
には友情、連帯そしてフェアプレーの精
神に基づく相互理解が求められる」とあ
ります。これはスポーツ連盟の理念と一
致するものです。私たちはスポーツをす
る人を応援する団体です。2020 東京五
第 9 回ゆりかもめリレーマラソン（１０月２６日）
輪を自分のこととして応援したいと思います。
「いつでもどこでもだれもがスポーツを」をかかげて、持続可能な社会も目指していきたいと思います。
（東京都連盟 理事長 小林章子）

2020 年 3 月 29 日（日）に第１回東京さくらマラソンを開催します!!
東京都連盟の事業としてゆりかもめリレーマラソンに続き今年、はじめて「第 1 回東京さくらマラソン」を
開催します。距離はハーフ（21.0975ｋｍ）、１０ｋｍ、２ｋｍ（小学生のみ）。コースは赤羽桜堤緑地前をスタート・
ゴールとした浮間公園付近～江北橋付近です。さくらが見ごろの季節に、春風を感じながら気持ちよく河
川敷を走ってみませんか?東京ランニングクラブ（新日本スポーツ連盟東京都連盟加盟団体）に加入頂き
ますと参加費が 1000 円引き（小学生を除く）となります。この大会を機会に加入をおすすめします。
お問い合わせ・お申込みは新日本スポーツ連盟東京都連盟まで。
TEL：03-3981-1345（平日 10 時～18 時） Email：njsf@tokyo.email.ne.jp FAX：03-3981-8315

上り下りのハードなコースを楽しく走破

～第１８回検見川クロスカントリー大会～

2019 年 12 月 8 日（日）に検見川
クロスカントリー大会が開催されま
した。今年は参加者がやや少なく約
２００名がエントリーしました。この大
会の会場である東大運動施設は、
東大関係者の利用が最優先です。
東大関係の行事等が無いことが確
認されてから許可を受けて開催が
決まるので、募集する期間が短くな
り、ランナーを集めるのに少々苦労
をしています。
今大会は、前日の雨により、コー
ス状態が少々心配でしたが、大会当日は風もなく穏やかな天候になりました。種目は 5km、
10km、と有り 4 か所の登り、下りを繰り返すハードなコースではありますが、参加ランナーは怪
我もなく皆さん無事に完走していただきました。
記録証の発行では、電源を遠くから引いた事により、コードをつなぎつなぎで取った事で電
圧が下がり、10km 種目で記録証が出なくなってしまいました。ランナーの皆さんにはご迷惑を
かけてしまい、主催者として深くお詫び申し上げます。
又、毎年好評のレース後の交流会に関しては、これを楽しみに参加しているランナーも沢山
いて嬉しく思います。他のランナーも新たに加わっていただけると更に盛り上がると思います。
（東京 RC 佐藤正美）
１０ｋｍ６０歳以上の部 第１位 宮下弘文さん

長い距離の大会を!!との声に応えて～第２０回中長距離水泳大会～
１２月２２日（日）に東京辰巳国際水泳場で、東京水泳協議会が開
催する今年最後の大会の第２０回中長距離水泳大会が開催されま
した。長い距離の大会が欲しいとの声に応えて、４００ｍ、８００ｍ、１５００
ｍに特化した大会で、今回２０回目の開催となりました。例年に比べ
参加人数が少なく約１４０名がエントリーし、それぞれ目標の記録に向
かって挑戦しました。本大会は中長距離の種目ということに加えて、
参加者が他の選手の「計時」を行うことも特徴の一つです。今年は
インフルエンザでの棄権や、年末の忙しい時期でもあり仕事で棄権
という方も目立ちました。棄権した選手が「計時係」をするレースを
どのように穴埋めするかを苦心した大会でもありましたが、トラブル
もなく無事終了しました。参加選手あっての大会なので、選手の皆
さんにはこの場を借りて重ねて御礼申し上げます。
来年 2 月 11 日（火祝）には加盟員とその家族の大会の「東京水
泳フェスティバル」が開催されます。お楽しみゲームやリレーフェスタ
など楽しい企画も盛りだくさんです。
東京水泳協議会に加盟すると、大会参加費が割引きになるなど
特典を多く用意しています。2020 年度の会員募集は随時受付けし
ております。お問い合わせは東京水泳協議会（０３－３９８１－１３４５ 平日１０時～１８時）までお気軽にどうぞ。

新日本スポーツ連盟北区は毎年、北区
のスポーツ振興について北区役所と対区
交渉を実施しています。２０１９年は 12 月
10 日（火）に行いました。北区連盟から６
名、北区からはスポーツ推進課、生涯学
習・学校地域連携課、東京オリンピック・
パラリンピック担当課の課長をはじめ９名
の職員が応対し、約 2 時間にわたりやり
取りを行いました。６つの基本要求項目と
北区の施設制度改善要求事項について、
事前に提出した要請文書と、その回答文
書を基に項目ごとに再度要求を行いまし

北とぴあの会議室にて 北区連盟からは大平理事長（左から３人目）はじめ理事が６名参加

た。基本要求項目は広報「北区ニュース」へ継続しての掲載、スポーツ基本法の理念に寄り添った北区の「スポーツ推進計
画」の策定、２０２０年東京オリパラの成功に向けて、地区体育館の開放や利用料金について、桐ヶ丘体育館の改築計画に
ついて、消費税増税に伴う施設利用料金据え置き要望について、施設制度改善要求は、各地区体育施設の設備について
の要求、台風で被害のあった施設の早期復旧要請、国立科学センタープールの利用改善の要求などを２９項目について、
細やかに区の職員と質疑や再要請を行いました。スポーツ推進計画については、区民から広く意見を聴取するためパブリ
ックコメントを実施し、来年１月１０日まで受付けているとの回答でした。また特定の団体のみへの助成金支出をせず、スポー
ツ基本法に則り平等に出すよう強く要請し、区施設利用の際に、現行の全額免除、半額減免の他に新たに 2/３減免の減
免制度の新設も求めました。東京オリパラ開催により、国立科学センターでは、2020 年の 4 月～9 月にかけて利用できな
いと公表されたことについて、水泳関係者からは、ここでクラブ活動している愛好者にとっては死活問題であり、代替え施
設確保やその他の区施設の利用制度改善（団体利用枠拡大等）を強く要求しました。
要請の最後に北区スポーツ推進課の石丸課長は、北区連盟と私たちは北区のスポーツ振興を目指すという点では、一
致している。お互いそれぞれの立場はあるが、スポーツ振興という共通の目標で、これからも北区のスポーツ行政を行って
行くと述べました。

２０２０年は新日本スポーツ連盟が５年に１度開催する福島～東京～広島～長崎１８
００ｋｍ反核平和マラソンを開催します。
７月２４日（金）に福島県庁を出発し、２６日（日）に東京（夢の島）に到着。その後、神奈
川、愛知、京都、大阪、兵庫を経て８月５日（水）に広島に到着。８月６日（木）の黙とう後
に出発し、８月８日（土）に長崎にゴールします。「福島市～小山市」は東北ブロック、
「小山市～藤枝市」は関東ブロック、「藤枝市～大垣市」は東海ブロック、「大垣市～
瀬戸内市」は関西ブロック、「瀬戸内市～広島市」は中国ブロック、「広島市～長崎市」
は九州ブロックが担当します。「スポーツは平和とともに」を掲げるスポーツ連盟の代
表的な行事として、平和を愛するスポーツ愛好者に参加を呼び掛けています。都合の
良い日にちのみの参加が可能です。競走ではなくアピールランです。「核兵器廃絶」
「世界平和」を沿道の皆さんに訴えて走ります。オリンピック憲章の「平和な社会を推
進することを目指す」としたオリンピック運動にも合致することや、東京五輪開催と言
うこともあり、IOC へも後援等を依頼しています。お問い合わせは新日本スポーツ連盟東京都連盟までお気軽にどうぞ。

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（予定）
2/9(日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン（予定）
2/23（日）荒川河川敷
・第 1 回東京さくらマラソン
3/29（日）荒川河川敷

水泳
・2020 技術講習会＜飛込みスタート＞
1/19（日）BumB（東京スポーツ文化館）
・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
・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
・第 56 回春休み中高生卓球大会
3/26（木）27（金）東京武道館／駒沢屋内

2020 年 1 月～４月

・春季団体戦卓球大会
3/20（祝）中野体育館
・第 34 回中野オープン卓球大会
4/18（土）中野体育館
■多摩
・年代別ＭＩＸ・女子ダブルス卓球大会
3/21（土）柴崎市民体育館
・第 19 回多摩ジュニアシングルス卓球大会
4/2（木）エスフォルタアリーナ八王子

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
■練馬区
・第 32 回 NERIMA CUP
2/9（日）土支田コート

■北区

■板橋区

・３シングルス団体戦卓球大会

・ミックスダブルス、壮年ミックスＤ大会

3/22（日）北区赤羽体育館
■練馬区
・スポーツ連盟交流大会
2/23（日）中村南スポーツ交流センター
■世田谷区
・第 80 回世田谷オープン卓球大会
3/6（金）世田谷区総合体育館
■板橋区

2/22(土) 新河岸コート
・年齢別ミックスダブルス団体戦
3/14(土) 新河岸コート
・男子シングルス大会 女子シングルス 2 部

バドミントン
■練馬区
・第 15 回練馬バドミントン教室
2/9(日)光が丘体育館

2/17（月）小豆沢体育館

バレーボール

■新宿区

■板橋区

・新宿ペアマッチ大会（MIX・女子）

・レディースバレーボール大会
2/2（日）赤塚体育館

■大田区

3/15（日）赤塚体育館

・女子 3 ダブルス卓球大会

ウォーキング

2/27（木）大森スポーツセンター
■町田
・３ダブルス団体戦卓球大会
3/28（土）町田総合体育館
■中野区
・新春ダブルス卓球大会
2/13（祝）中野体育館

2/16(日）JR 拝島駅 9:45 集合
・横十間川公園と仙台堀公園を巡る
2/29(土）東京メトロ住吉駅 9:45 集合

スキー
・2020 レーシングキャンプ
1/11（金）～13（日）かたしな高原スキー場
・かぐら峰周辺山スキー入門教室
1/18（土）～19（日）
・舞子ＧＳポールレッスン
1/25（土）～26（日）
・第 44 回東京スキー競技大会
2/1（土）～2（日）舞子スノーリゾート
・湯の丸山・山スキー教室
2/8（土）～9（日）
・花岡ＳＬ練習会＆ＳＬ記録会
2/15（土）～16（日）
・乗鞍岳 山スキー入門教室
3/14（土）～15（日）
・春のテクニカルフェスタ 2020
3/14（土）～15（日）志賀高原
・ＧＳポールレッスン
4/4（土）～5（日）

3/28(土) 新河岸コート

・レディースペアマッチ大会

3/20（祝）新宿スポーツセンター

・昭島横断コース

・皇居の周辺のランドマークと公園を歩く
1/18(土）信濃町駅 9:45 集合
・阿佐ヶ谷・高円寺商店街を巡る
1/26(日）阿佐ヶ谷駅 9:45 集合
・元禄赤穂事件の故地を訪ねる
2/8 (土）新橋駅烏森口 9:45 集合

～ 編集後記 ～
年が明けると、オリンピックイヤー
ですが、東京五輪開催に向けて、お
金（資金）や会場問題が多すぎる。
又、時間が無い中でマラソン・競歩
の会場が札幌に移転することにな
った。我々国民の性格は、律義でま
じめですが、一部欧米の人たちは
平気で約束を破ることもあると
か・・・いろいろな課題のある中で
成功を願いたいです。
（佐藤正）

