
 

 

 

 

 個人戦とは一味違うテニス大会！！  ～城北オープン団体戦大会～   

11 月 17 日（日）に、城北中央公園で団体戦を行いました。この大会は、男子ダブルスのチーム戦、女子ダブルスのチー

ム戦をそれぞれ行います。各チーム３ゲーム行って勝敗を決めます。試合当日は天候に恵まれ、11 月とは思えないほど、気

温も上がり絶好のテニス日和でした。 

男子団体戦は、１２組がエントリーし、３組ずつ４リーグに分かれて、総当たりのリーグ戦を行い、各組の勝者がトーナメントに

進み、準決勝、決勝を行いました。女子団体戦は、８組のエントリーでしたので、４組の２リーグで、変則のリーグ戦（１チーム２対

戦）を行い、各リーグの勝者で決勝を競いました。 

団体戦は日頃の個人戦と少し雰囲気が変わり、応援しながら盛り上がる楽しみがあり、選手の皆さん笑顔で大会を満

喫されていたように思います。（東京テニス協 天川有美） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 見ごたえのあるレースに大歓声！！  ～第 35回東京年齢別水泳大会～   

 第35回東京年齢別水泳大会（東京辰巳国際水泳場）は、11月4日（月祝）に（例年は3

日）開催となりましたが、大勢の参加で盛り上がりました。年々、見応えのあるレースが増

えており今回も会場中に歓声が響いていました。また、団体賞のかかるリレーでは、217も

のエントリーがあり、接戦の末、優勝は昨年に続き「ミネラルウォーターズ」、準優勝「ウイッ

チモンズ」、第 3位「ＡＳＨ」の結果となりました。 

ちょっと気になったことですが、最近アップでビート板やフィン、パドルなどの器具を使

用する方がいます。協議会の大会でもビート板、プルブイなどの使用は認めていますが、

パドルやフィンなどは大勢の中での使用は危険な場合もあるので使用をご遠慮していた

だいております。アッププールでの練習は周りに気をつけて、お互いに安全を確認し合い

ながらご利用いただけたらと思います。（プールサイド 153号より引用） 

 

 

  

〒170-0013豊島区東池袋 2-39-2大住ビル 401 

TEL: 03-3981-1345  FAX: 03-3981-8315 

E-mail  njsf@tokyo.email.ne. jp 

URL http: / /www.t -njs f .net / tokyo /  

2019年 12月 2日 
    発行責任者：小林章子 

 

１２月号 

 

男子団体戦 優勝「Mtennis」の皆さん 女子団体戦 優勝「課長番町風」の皆さん 

団体賞の表彰にて 



 虎ノ門から中原街道を高輪までウォーキング ～第１９１回例会～   

11月 3日（日祝）に東京スポーツ祭典のウォーキング行事（第 191例会）が開催されました。平塚・中原御殿から江戸城

虎御門を結んだ中原街道。東海道が整備されるまで古代から利用されていたが、東海道整備後は裏街道となったと事。 

今回はこの街道を、メトロ虎ノ門駅から往時をしのぶ由緒ある寺社をめぐりながら高輪台まで約 8㎞を会員 14人で歩

きました。印象は高層ビルの片隅に江戸文化が色濃く残り、一歩裏道に入ると多くの歴史が刻まれた街といった感じがし

ました。 

▼駅から直ぐの金刀比羅宮は大きなビルに囲まれ、ひっそりと江戸の権威

を守るかの如くに建っていました。銅作りの鳥居は江戸っ子の派手好みが

現れている？参拝客が次々訪れていました。 

▼次は２３区内で、天然の最高峰（標高２６ｍ）、愛宕山にある愛宕神社。「出

世の石段」は上から見下ろすと足がすくむ位の急こう配でした。境内の池

には金色の鯉が泳いでいました。昔は江戸の港がすぐそばに見えたそうで

す。 

▼大久保八幡神社は工事中で飛ばし。港区・三田 3丁目の素敵なビル横

の奥に、大きな石が横たわっていて、横に小さな碑が建っていました。元和 9年（1623年）徳川家光の命で、キリシタン 50

人を処刑した遺跡でした。また 15年後にも処刑した場所とのこと、何かやるせない

気持ちになりました。 

▼御田八幡神社から長い階段を昇りると亀塚公園、一角に小高い丘がありそこが

亀塚。更科日記の竹芝寺の伝説の地との説明碑があります。少し回り込んで三田4

丁目の済海寺は幕末に開国され日本最初のフランス公使館の跡地でした。その後、

亀塚稲荷神社を見学。道路反対側のマンションの間に、奇妙な建築物がありました。

（セルフビルド建築に生涯を注いでいる方の「蟻鱒鳶ル」という名前のビルだそうで

す） 

▼旧細川邸のシイの大木は目を見張る巨木でしたが、大木は見ていたでしょうか?

元禄 16（1703年）年 2月 4日、忠臣蔵の大石内蔵助ら 17名が切腹をした、細川

越中之守の下屋敷でした。最後の加藤清正を祀った覚林寺にはやはり参拝客が

後を絶ちませんでした。 

▼この辺一帯は岡の上で坂が多く、幽霊坂、蛇坂、魚籃坂等々いわくありそうな

古い地名が残っていました。番外編で、ゴール近くに明治学院大前を通り、赤レン

ガの建築やその他歴史的建造物を見学しました。（東京ウォーキングクラブ） 

 

 

 

 

 

 

銅作りの鳥居（金刀比羅宮） 

 

出世の石段を見下ろす（愛宕神社） 

 

シイの大木（旧細川邸） 

 

            Email: walk@t-njsf.net

　　　　　　　　　　　　　　年会費：３６００円

一緒に楽しくウォーキングしませんか。お問い合わせ、申し込みは下記へ

東京ウォーキングクラブへ入会しませんか?

入会されると例会とオプションの参加費は無料になります

TEL：03－3981－1345　FAX03－3981－8315



シリーズ   地域スポーツの現場で起こっていること  ～ 北区連盟 ～ 

１０月の台風１９号の影響により、北区の荒川河川

敷の野球場・サッカー場は年内の使用ができなくな

っています。どちらも区内では数少ない貴重な施設

ですので、一日も早い復旧を引き続き区に要請して

参ります。  

 また「月例赤羽マラソン」の開催にも影響が出てい

ます。毎回荒川河川事務所に河川敷の使用申請を

するのですが、１０月のマラソンは、コース上の土砂な

どの除去が間に合わず中止。１１月は、使用申請は通

ったものの、後日、直前になって一般車両の立ち入

り禁止を聞かされ、結局、急遽中止を余儀なくされました。 

 毎年、北区連盟では１２月頃に北区体育関連部署に対して施設改善要求などの交渉を行っています。今年（１２月１０日）の

交渉では、河川事務所の不適切な対応について、北区からも改善要請をしてもらうよう、話をしていく予定です。 

（北区連盟 事務局長 明石太基） 

 

 

 

 

新日本スポーツ連盟東京都連盟は、マラソン愛好者の要求に応える

べく、この度「第１回さくらマラソン」を３月２９日（日）に開催する計画を

進めています。東京都連盟主催行事の東京反核平和マラソン、ゆりか

もめリレーマラソンに続く第３の行事として、東京都連盟の各組織にも

協力をお願いして大会を成功させたいと考えております。 

種目は２ｋｍ（小学生）、１０ｋｍ、ハーフ（２０．０９７５ｋｍ）を用意し、子ども

から大人まで楽しめる大会を目指しています。会場は新荒川大橋付近

を起点に上流から下流のコースです。ランナーの皆さんには桜が満開の

季節に、春の風を感じながら楽しく走っていただけたらと思います。  

 間もなく要項を完成し、皆さんのお手元へ配布できるよう進めていき

ます。申込み締め切りは２０２０年３月１１日（月）です。また当日、走路誘導、

給水などのお仕事をしていただくボランティアも同時募集中です！！ 

さくらマラソンについては、東京都連盟事務局（TEL 03－3981－1345）

までお気軽にお問合せ下さい。 

年間７大会以上の陸上競技大会やマラソン大会がお得に参加できる

東京ランニングクラブへの入会もお待ちしております。 

 

 

台風 19号の影響を受けた荒川河川敷（北区新荒川大橋付近） 

野球場（奥）も復旧工事が続いている（１１月２５日撮影） 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 団体加盟：10人以下10,000円　　10人以上15,000円
※新日本スポーツ連盟東京都連盟、東京ランニングクラブ主催大会等で割引あります
　　4月：東京VIVICITTA　5月：ふれあい赤羽駅伝　7：月ナイター陸上　
　10月：東京祭典陸上　11月：ゆりかもめリレーマラソン等々　　

～東京ランニングクラブへ入会のお誘い～
東京ランニングクラブ会員の方は各種大会割引あり

　　　　　　　　　　　　　　年会費：個人加盟：1人2,000円

　お気軽にお問い合わせ下さい



～ 編集後記 ～ 

  国立競技場が 11 月 30 日に完

成した。前回の東京五輪のレガシー

である旧国立競技場をあっさり取

り壊し 1500 億円以上もの費用を

つぎ込んだ。五輪後の運営につい

ては来年の秋まで未定との事。せっ

かくのスポーツ施設。イベント事業

でのお金儲けの道具に成り下がら

ず、陸上競技の聖地として国民に

愛されるスポーツ施設になるよう、

2020 年のレガシーとして末永く残

るよう我々国民は声をあげなくて

はならない。（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 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      

・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 

■北区 

・３シングルス団体戦卓球大会 

 3/22（日）北区赤羽体育館 

■練馬区 

・新春３ダブルス卓球大会 

 1/13（祝）光が丘体育館 

■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 

・レディースペアマッチ大会 

 2/17（月）小豆沢体育館 

■新宿区 

・新宿ペアマッチ大会（MIX・女子） 

 3/20（祝）新宿スポーツセンター 

■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 

・クラブ交流会 

 1/13（祝）中野体育館 

 

・新春ダブルス卓球大会 

 2/13（祝）中野体育館 

■多摩 

・多摩アクティブ団体戦 

 1/29（水）柴崎市民体育館 

・年代別ＭＩＸ・女子ダブルス卓球大会 

 3/21（土）柴崎市民体育館 

 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 

■中野区 

・第 34回ニューイヤーテニス交流会 

1/12（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 

・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） 

・女子ダブルス大会 

1/25(土) 新河岸コート（一般、2部） 

・ミックスダブルス、壮年ミックスＤ大会 

2/22(土) 新河岸コート 

 バドミントン   

■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 

・第 15 回練馬バドミントン教室 

 2/9(日)光が丘体育館 

 バレーボール   

■北区 

・北区スポーツ祭典バレーボール大会  

 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 

2/2（日）赤塚体育館 

 

 ウォーキング   

・縛られ地蔵と寅さん 柴又七福神を巡る 

1/5(土）金町駅 9:45集合 

・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 

 スキー      

・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 

・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） 

・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） 

・乗鞍岳 山スキー入門教室 

3/14（土）～15（日） 

 

東京都連盟スポーツカレンダー 2020年 1月～3月 


