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３月２９日（日）に北区赤羽桜堤（新荒川大橋
付近）で開催を予定していました「第１回東京さ
くらマラソン」は、３月２５日の東京都知事の自
粛要請の会見を受けて急遽中止としました。
大会を楽しみにしていた参加者の皆さまはじ
めスタッフとして準備に関わった皆さまにこの
場を借りてお詫び申し上げます。
ランニング愛好者の要求にこたえる大会を
開催しようと東京都連盟は、ゆりかもめリレー
マラソンに続く、東京都連盟主催大会は無い

中止となった為、参加者へ郵送するゼッケン等

かと模索し、初めての挑戦するハーフ、１０ｋｍのマラソン大会でした。
昨年の秋から開催に向け計画を行い、年末から本格的な募集をしたところ１日１０人のペースで申込みがあり、７０
０人の定員も埋まりそうだと期待しておりました。そのような中、１月下旬頃
から新型コロナウィルス感染が広がりをみせており、申込みが次第に減り
開催可否の問い合わせが増加してきました。
「１０００人以内の大会であること」、「河川敷で市街地を走らないこと」、
「屋外の大会であること」などから、安全対策を講じて開催しようと直前
まで準備をしておりました。参加者からも「様々な大会が中止になってい
るので、この大会だけでも開催してほしい」「走っている時だけでも現実
を忘れて楽しみたい」等、開催期待の声が多く寄せられました。そのよう
な中、小学生から８０代まで５００名のエントリーがあり、開催まであと４日と
迫った３月２５日。小池都知事より不要不急の外出や屋外を含めたイベン
トへの参加自粛要請があり、翌日午前中に東京都連盟三役の協議の末、
参加者、スタッフの安全第一に考え、やむなく中止との判断を下しました。
２６日中に参加者へ登録のメールアドレスへ中止連絡を入れ、戻ってきて
しまった一部の方へは直接電話をいれ中止の旨を伝えました。並行して
ホームページやＳＮＳでの中止告知も行いました。中止を告知した直後か
ら問い合わせの連絡はピタッと止まりました。翌日以降も問い合わせは
なくまた、大会当日の２９日後もクレーム等がゼロで、ひとまず胸を撫でお

参加賞のタオル

ろしました。
参加予定の方へは、参加賞のタオル、プログラム、ゼッケンを郵送で送る対応をして、第１回東京さくらマラソンは
終了しました。幻の「第１回東京さくらマラソン」となってしまいましたが、来年は健康で笑顔あふれる社会に戻
り、スポーツが楽しめる環境で、第２回東京さくらマラソン開催できることを強く願っています。

3 月の 3 つの大会

東京卓球協議会

岩本 英

東京武道館で 3 月４日（水）と３月 17 日（火）にシングルスプ
ログレスリーグ大会を開催しました。プログレスリーグは個人戦
で 6～7 試合もできるので人気の種目です。いつもは 300 名く
らいのエントリーがあるのですが、新型コロナウィルス感染が騒
がれているなか、今回は半分以下の１５０名弱のエントリーでした。
締め切った後、組み合わせをしている最中も、アベサンが何か
発表するたびに棄権が増えました。とどめは大会前日３日の新
潟の卓球スクールで感染者が出たという NEWS、あれで卓球
が悪者扱いされてまたまた棄権者が増えました。当日の棄権
者も多くて、結局 3 回の組み直しをしました。参加者１００人。
17 日の大会は「朝、入口で体温を測るように」と体育館側か
ら急に言われました。それも二日前のこと。それから「おでこピ
ッ」の体温計を探したけれど、どこにもないのです。大手薬局、
電気店、普通の薬局など。どこのお店も体温計さえ売れきれ
状態でびっくりしました。トイレットペーパーどころではなく、こん
なものまでないのか、と空っぽの棚を見て呆然。ネットで調べる
と品物はあっても発送元が中国で、今の時期、いつ発送できる
かわからない、ということでした。
友人の娘さんが小児科医ということを思い出し、そこで出入

りの業者に訊いてもらったけれど、ないということで、温情にす
がって借りました。

控えの選手はマスク姿で待機

当日は私が体温測定係。私もそうでしたが「おでこピッ」を初めてみるひとが多いようでした。目を見開いて私（お
でこピッ）をみる人。逆に目を閉じる人。「唇は出さなくていいからね」と戯
れ言をいいながら全員をはかり、みんな OK！ でもこの測定器は測り方次
第で違う値が出るような気がしました。おでこより離れれば離れるほど
低い値が出るのではないかな。結局参加者は 90 人。
この大会の前の 3 月 1 日、山梨・一宮でも P リーグを開催してきました。
山梨は 10 人の棄権者で約 80 人の参加者でした。勝沼一帯もいちご狩
りや温泉客の足が遠のき、静まり返っていました。
3 つの大会の参加者は、当然このご時世での参加ですから、卓球やり
たくてどうしようもない人ばっかりです。

～今回参加した選手の声～
「よくやってくれた」
「どこの大会も中止でまいったわ」
「この大会がなければもう 3 月は何もない」
「何かあったって、それは参加者の責任。自分が好きで出ているのだから」
会場入り口での非接触型の検温

以上のような声ばかりで、とても喜ばれました。

３月の卓球大会を終えて ～新型コロナウィルス感染拡大のなかで～
「放射能は完全にアンダーコントロールされています」といってオリンピックを招致したアベサンのいうことだもの
「1～2 週間の辛抱をお願いしたい」といわれても、その程度でウイルスは収まるのかね、と思うし、
「あと 10 日ほどご協力ください」といわれれば、ほらね、やっぱりと思う。
「いましばらくです」といわれたら、いつまでなんだよ、もう、と思ったけれど
「長期戦になります、いまが瀬戸際です」といわれたのにはまいったな。そのうえ、オリンピックが延期になったとたんにコイ
ケサンの露出度が増え、東京都の感染者数が急に増えました。相変わらずの上から目線の発言・要請。少しだけ残ってい
た体育館が使えなくなりました。更に、知事の要請は 4/12 までなのに、体育館側から 4 月いっぱいの行事を中止してほし
い、と先取りで言ってきたところもあります。ここまでは体育館が NO といわない限り大会は開催したいと少しの可能性を
も求めてきましたが、万事休すのようです。4 月、5 月の一般の大会は中止、東京リーグ・全国大会予選会は日程未定のま
ま延期します。事務所に通う運営委員の健康も心配ですので東京卓球協（全国も）の事務所を 5 月 18 日まで閉鎖します。
この間、毎週火曜日だけ当番が出てくることにしました。勝手ながらお許し願います。
鬱陶しい空気が日本中を覆っています。いつまで続くのでしょうか。思えば福島の人たちはこのような気持ちで 9 年間
過ごしてきたのですね。文化の担い手たちの苦しい声も聞こえてきます。こんなときこそスポーツなのに、卓球なのに。地
震、台風、そしてウイルス。自然を大切にしなかった罰なのでしょうか。（東京卓球協議会 岩本英）

スポーツ連盟で活動されているみなさんへ
新日本スポーツ連盟東京都連盟で活動されている皆様へ感謝と共に、今回の新型コロナウィルスの対応について
皆さんに呼び掛けます。
東京都では感染者数が増加しています。この非常事態は東京都、日本ということではなく世界的な感染症対策
が必要です。わたしたちは、わたしたちの健康とその暮らし、スポーツ、そして大切な家族や隣人を守るために、一時
的な活動自粛もやむを得ないと考えます。
私たちスポーツを愛する人は、体調を整えゲームプランを冷静に組み立てられます。その創造力を発揮し冷静にス
ポーツができると判断できた時に、どんなことができるか考えましょう。スポーツという文化を守るために考えて行動
しましょう。スポーツを求めている人のためになにができるか考えましょう。
ウィルスの感染拡大が進んでいる中、自粛が必要な時です。この自粛を機会に、わたしたちは何のためにこの活
動をしているか考えてみてはいかがでしょうか。新日本スポーツ連盟の存在意義を見直す機会です。
当面この状況が続くと思われますが、つらい思いを共有しましょう。頑張っている医療従事者にエールを送りましょう。
健康な体で、笑顔でスポーツに打ち込める日が早く来ることを願っています。
みなさん、どうかご自愛ください。
2020 年 4 月 2 日
新日本スポーツ連盟東京都連盟
理事長 小林章子

大会・行事再開に向けた準備をいまから!!
現在、新型コロナウィルス感染拡大で大会や行事を自粛している組織も多いと
思います。この自粛期間に、拡大が収まり大会や行事が再開した時、スムーズに
運営ができるよう今から準備をしておきましょう。「37℃以上や風邪症状の際は
棄権」「咳エチケットの徹底」「スタッフの健康管理、ヒアリング」等の大会運営や
選手へのお願い等のルール作り、また現在品薄のアルコール消毒液やスタッフの
マスク、非接触体温計等の準備もしておくと良いでしょう。
消毒用のアルコールは東京都連盟事務所に常備しています。アルコール霧吹きの貸し出しもします

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）
6/14(日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン（予定）
6/28（日）荒川河川敷
・世界同時マラソン「ビビチッタ」
4/18（土）荒川河川敷
・ふれあい赤羽駅伝

■大田区

■北区

・第 21 回のりのり大会 男女個人戦

・北区春季バドミントンダブルス大会

6/24（水）大森スポーツセンター

■練馬区

・町田オープン ABC-＝XYZ 団体卓球大会

・第 52 回練馬スポーツ祭典バドミントン大会

6/25(木)町田市立総合体育館
■多摩
・多摩 ABC-＝XYZ 団体戦
7/15（水）柴崎市民体育館

水泳

テニス
・城北オープンテニス大会

7/23（祝）千葉総合国際水泳場

6/7(日) 城北公園

卓球

■練馬区

・第 22 回綾瀬オープン トリオマッチ
6/10（水) 東京武道館
・プログレスリーグ
7/2（火） 東京武道館
・ハローレディース ハッピーカルテット
7/9（木）駒沢屋内球技場
・関東オープン中高生大会団体戦中学
8/5（水) 駒沢体育館
・関東オープン中高生大会団体戦高校
8/6（水) 駒沢体育館

・練馬区スポーツ祭典テニス大会
7/4（土）11（土）19（日）土支田コート
■北区
・平日大会
6/4(木) 桐ヶ丘体育館コート
・女子団体戦（女 D×３ダブルス）
6/7(日) 新河岸川コート
・男女ダブルス
6/28(日) 桐ヶ丘体育館コート
■中野区

■北区

・連盟杯テニストーナメント

・第 45 回春季大会プログレスリーグ個人戦

7/12（日）哲学堂庭球場

6/6(土)北区赤羽体育館
・北区スポーツ祭典 ダブルス大会
8/2(土)北区赤羽体育館
■練馬区
・第 44 回年齢別夏季卓球大会
6/7(日)中村南スポーツ交流センター
■中野区
・中野ダブルス大会
6/7（日）中野体育館
・ハッピーカルテット（団体戦）
8/13（日）中野体育館

野球
■練馬区
・練馬スポーツ祭典野球大会 1DAY 大会
6/28（日）北大泉野球場

バレーボール
■北区
・第 45 回北区春季バレーボール大会
ミックス大会
3 部予選 7/19（日）西浮間・堀船小学校
2 部予選 7/23（祝）赤羽体育館
1 部予選 7/24（祝）赤羽体育館

■杉並区

1・2・3 部決勝 8/9（日）赤羽体育館

・杉並ペアマッチ大会

バドミントン

7/26（日）荻窪体育館
・杉並シングルス大会
8/9（日）高円寺体育館

5/3(祝) 北区桐ヶ丘体育館

■町田

5/10（日）荒川河川敷

・第 11 回オールエイジ水泳大会

2020 年４月～8 月

・第 11 回赤羽オープン団体戦
5/9（土) 北区桐ヶ丘体育館

7/26(日)8/2（日）練馬区立総合体育館

ウォーキング
・水と緑の逆川(さかさがわ)緑道を歩く
5/16(土）越谷駅 9:45 集合
・横瀬(よこぜ)の里と秩父札所巡り
5/24(日）西武秩父線 横瀬駅 9:45 集合
・百村(ももむら)里山コース
5/30 (土）京王相模原線 稲城駅 9:45 集合
・多摩市せせらぎとモミジバフウの道を歩く
6/7(日) 京王相模原線 永山駅 9:45 集合
・南浦和～別所沼公園コース
6/20 日(土）南浦和駅 9:45 集合

スキー
・第４回鳥海山スキー教室
5/3（日）～5（火）
・第５回八甲田山 山スキー教室
5/2（土）～5（火）
・第６回立山・剣沢山スキー教室
5/22（金）～24（日）

～ 編集後記 ～
サッカーの柴崎岳、長友佑都、久
保健英、森保一監督、野球の近藤
健介、則本昂大など、さまざまなス
ポーツ選手が「正しい手洗いの方
法」を動画でアップしている。スポー
ツでパフォーマンスができないアス
リートが、「いま何かできることはな
いか？」と模索している。ほとんどの
大会行事を中止せざるを得ない状
況のなか、スポーツ連盟は何ができ
るか…、そういうことを考えたりす
る今日この頃。（なかなかいいアイ
デアが浮かばないが…）
（佐藤信樹）

