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4 月 11 日（日）に第 3 回東京さくらマラ
ソンが開催されました。荒川赤羽桜緑地
堤の芝桜がきれいに咲き誇り、少々汗ば
む陽気の中、約 400 名のランナーは、思
い思いの走りを楽しみました。レース中は、
気温がぐんぐん上がり季節外れの夏日
となり、数名熱中症気味の選手がリタイ
ヤすることもありましたが、大きなけがや
事故等も無く無事終了しました。
10km の部では、山口遥選手（AC・KITA）
が圧倒的な速さをみせ、総合トップでゴー
ルしました（33 分 35 秒）。また、ハーフの部の総合順位では、佐々木正
志選手（東京陸協）が１位となりました（1 時間 13 分 50 秒）。全ての部
門の結果は、HP 等からご覧ください。参加された選手の皆さん、コロナ
禍で色々と制約もあり、不自由な中での開催でしたが、参加いただき
有難うございました。
この「さくらマラソン」は東京都連盟として新しい柱となる活動をやっ
てみようと 2020 年の春から取り組みを始めた行事です。東京都連盟
に関わる全ての種目や地域から協力をいただき、来年もさらに良い大
会となるよう開催を計画しています。

１０ｋｍ女子 39 歳以下の部 入賞の皆さん（中央が山口瞳さん）

第 3 回東京さくらマラソン参加者の声から
ハーフ男子 40 歳代の部 1 位・佐々木正志さん
「暑かったけど、風はなかったのが良かった。アップダウンの所がキツかったです」

10 ㎞女子 39 歳以下の部 1 位・山口瞳さん
「久しぶりのレースで緊張していた。序盤は男子ランナーについていき、落ち着いて走れ
ました」

最年長の参加者・１０ｋｍ男子 60 歳以上の部 山村一夫さん（85 歳）
「苦しかったけど楽しんで走りました」

その他アンケートから
・コース整理のご努力有難うございました。役員様のご業務ご苦労様でした。
・誘導の方など暑い中応援して下さって励みになりました。特に暑かったので給水所がもっ
とあるといいなと思いました。大会運営ありがとうございました。
・５ｋｍも作っていただけたら家内なども来られるかもしれません。底辺拡大!!
・初参加でしたがいい大会でした。来年も時期が合えば参加したいです。

最年長参加者の山村一夫さん

３月１３日（日）に、第３５回定期全国総会が開催されました。前
回に続いてオンラインでの総会となりました。２２都道府県、11 種
目組織から 49 人の代議員が参加し、賛助団体、理事、傍聴を含
め 82 人が参加しました。
東京都連盟からは 5 人の代議員（1 名委任状）が総会に参加
し、コロナ禍での活動経験を生かし、工夫をしながら多くのスポ
ーツ要求に応える活動を展開していくことを総会では主に話し
合われました。また、今期から複数代表制を導入することについ
て、世代継承や役割分担、ジェンダー平等等の観点から提起さ
れました。
後半は、14 グループに分かれてグループディスカッションが行
われました。出席した代議員は、議案の内容の討議をはじめ、そ
れぞれ日々の活動についての課題や悩み、成功談等、多くの話
題をざっくばらんに話し合いました。
全ての議案は満場一致で採択され、その後新役員の選挙が
行われました。東京都連盟からは、長年理事として活躍された、
聞間至さん（板橋区連盟）が新しい方へ引き継ぎたいとの希望で退任し、新たに玉尾宜之さん（中野区連盟）が新理事に
就任しました。新たな理事長として、置田康典さん、長井健治さん、福島宏子さんの 3 名が選出され、複数代表制の新たな
船出となりました。

第 48 回東京水泳協議会総会が開催されました

～北とぴあ（北区）～

第 48 回東京水泳協議会総会を 3 月 27 日（日）に北区王子北とびあ
で、開催しました。一昨年はコロナ感染拡大が始まり施設利用の停止など
が相次ぎ開催を断念。後日書面での決議となりました。昨年も引き続き
感染は収まらず､開催中止とし、翌年に対面でみなさんとお会いできるこ
とを願っていました。
しかし､いまだに感染拡大は続き、波が収まったとはいえ､まだまだ数千
もの感染者という現状の中､なんとか開催することができました。代議員
参加は少なかったのですが、討論の場では､質疑応答のほか､活動の報告
や現状報告など､参加された方全員の話が聞くことができ､とても有意義
な時間となりました。
この２年間手探り状態で活動してきました。検討課題は山ほどあります
が､連盟員のみなさんの知恵とアイデア､そして水泳を楽しみたいという思
いを東京水泳協議会へお寄せ下さい。皆さんと一緒に水泳の要求を実現させていきたいと思います。
（東京水泳協議会フェイスブックより）

２０２０オリンピック・パラリンピックを考える都民の会（東京都連盟
他、市民団体が集まって構成）は、3 月 24 日（木）に「東京オリンピッ
ク・パラリンピックから見えたこと 評価と課題を考える 総括集会」を
東京都豊島区のラパスホールにて開催しました。2014 年の会結成か
ら今日まで「五輪憲章に則ったオリンピック・パラリンピックの開催を!」
と IOC をはじめ東京都、大会組織委員会へ要請、懇談を行ってきたこ
とや、シンポジウム開催、大会会場の視察ツアー等、これまでの活動
を振り返り、その中で２０２０東京五輪の問題点やこれからの五輪の課題や在
り方を考える目的で開催されました。
会場参加者と ZOOM 参加者の合わせて 65 名が参加し、記念講演の講
師に「孫基禎 スポーツは国境を越えて心をつなぐ」等で広く知られている明
治大学名誉教授 寺島善一氏を迎えました。「"olimpism"なき 2020 五輪」と
題して講演し、そのなかで招致から開催までの様々な問題点の指摘や、混
迷を深めたオリンピック運動において平和や人間の尊厳のためにたたかって
きた人々の意思と精神を受け継ぐことの重要性を強調されました。
また都民の会共同代表の和食昭夫氏は、感染爆発の中での開催に対し厳しく批判し、五輪の理念から大幅に逸脱した
オリンピック・パラリンピックとなったと総括しました。

第２６回東京反核平和マラソンを 6 月 18 日（土）に開催致します。2020 年か
ら続くコロナ禍の影響で 2 年連続中止としましたが、今年は 4 コースから 1 コ
ース（東コース）に絞って開催します。今年 2 月に、ロシアはウクライナへ武力侵
攻をはじめました。平和を不可欠とするスポーツとは相容れない行為は、どの
ような理由をつけても許されません。新日本スポーツ連盟は、「スポーツは平
和とともに」のスローガンをもとに平和の文化 であるスポーツを広げる団体
として、さらには核兵器による悲惨さを体験した国のスポーツ団体として、「ウ
クライナへの武力侵攻を許さない」「戦争をやめ、交渉での解決を」の声をあ
げ、平和な世界を実現するためにスポーツを愛する全ての人に連帯すること
を呼びかけます。また昨年 1 月 22 日には将来的に核兵器全廃に向けた国際
条約である核兵器禁止条約が発効しました。このことにより世界的に核兵器
廃絶に向けて大きく前進しました。非人道的な核兵器の廃絶は全人類の願
いであることは言うまでもありません。唯一の被爆国である日本は、核兵器
廃絶に向けた運動の先頭に立たなければならないと考え、核軍縮への取り
組みの機運を高めていくことが課題です。
「スポーツは平和とともに」「核兵器廃絶」のスローガンを掲げ、沿道の皆さ
んにアピールして「東京反核平和マラソン」を例年以上に盛り上げていきましょ
う。コースは夢の島から出発して神宮通り公園を目指します。反核平和マラソンは、競走ではなく、参加者みんなで、約 18
キロのコースを「反核平和」をアピールしながらゆっくり走ります。平和を愛するスポーツマンの皆さん是非ご参加下さい。
走ることは苦手という方、平和へのメッセージも受け付けています。是非東京都連盟にお寄せ下さい。
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東京都連盟スポーツカレンダー
ランニング
・第 47 回ふれあい赤羽駅伝
5/7(土)荒川河川敷
・第 26 回東京反核平和マラソン
6/18 夢の島公園～神宮通り公園
・月例多摩川ロードレース（予定）
6/12(日）国立市営河川敷グラウンド横
・月例赤羽マラソン（予定）
6/26（日）荒川河川敷

水泳
・第 29 回東京辰巳水泳大会
5/22(日）東京辰巳国際水泳場
・第 12 回オールエイジ水泳大会
9/23（祝）東京辰巳国際水泳場

野球
・第 54 回練馬スポーツ祭典１DAY 大会
6/26(日)北大泉野球場

サッカー
・シニア練習会 13：00～
5/1,8,15,22,29(日)荒川区立第７中学校

卓球
・急募ペアマッチＰリーグ
6/9(木）東京体育館サブ
・6 月プログレスリーグ
6/13(月)29(水)東京武道館
・トリオマッチ卓球大会
6/15(水)東京武道館
・7 月プログレスリーグ
7/13(水)東京武道館
・ハローレディースペアマッチＰリーグ
7/20(水)東京体育館
・8 月プログレスリーグ
8/2(火)東京体育館
・男子・女子年代別個人戦東京予選
9/25(日）東京体育館
■練馬区
・年齢別夏季卓球大会
6/12（土）中村南スポーツ交流センター
・第 54 回練馬スポーツ祭典卓球大会
9/19(月)光が丘体育館

202２年５月～9 月

■世田谷区
・第 87 回 世田谷オープン卓球大会
6/28(火)世田谷区総合運動場体育館

バドミントン
■練馬区
・第 54 回練馬スポーツ祭典

■新宿区

8/11(祝)練馬区立光が丘体育館

・新宿スリーダブルス卓球大会

8/14(日)総合体育館

6/19(日)新宿スポーツセンター
■大田区
・第 22 回のりのり大会男子・女子個人戦
6/28 日(火)大森スポーツセンター
■町田
・第 15 回町田オープン ABC=XYZ 団体戦
6/21(火)町田市立総合体育館
・第 14 回町田オープンダブルス P リーグ
9/24(土)町田市立総合体育館
■多摩
・第 22 回多摩スプリング団体戦
6/5(日）東久留米スポーツセンター
・多摩シングルスＰリーグ卓球大会
7/13(水)立川市柴崎市民体育館
・ペアマッチ団体戦

■中野区
・第 34 回中野春季ダブルス大会
6/4(土) 中野区総合体育館
■杉並区
・杉並春季団体戦
6/26(日) 杉並区立妙正寺体育館

スキー
・鳥海山（秋田）山スキー教室
5/3(火)～5/5(木)
・立山・剣沢（富山）山スキー教室
5/27(金)～5/29(日)

剣道
・第 19 回東京春季スポーツフェスティバル剣
道大会
7/24 東京武道館第二武道場

9/21(水)柴崎市民体育館

テニス
・城北中央サマーOP テニス大会

～ 編集後記 ～

6/12(日）城北中央公園

3 月 1 日に新日本スポーツ連盟

・文月オープンテニス大会

は「スポーツは平和とともに」のスロ

7/3(日）駒沢公園テニスコート
・連盟杯テニス大会
9/11(日) 駒沢公園

ーガンのもとに平和の文化としての
スポーツを広げる団体としてロシア
軍の即時撤退を求める声明を出し

■練馬区

ました。6 月 18 日（土）には東京反

・第 54 回練馬スポーツ祭典

核平和マラソンが開催されます。核

７/10(日）17(日）24(日)土支田コート
・クラブ対抗団体戦
8/7(日）14(日）21(日)土支田コート
■北区
・春季平日大会
6/2(木)桐ヶ丘体育館コート
・春季女子団体戦
6/5(日) 新河岸川コート
・春季男女ダブルス
6/26(日) 桐ヶ丘体育館コート

兵器廃絶とともにウクライナに平和
が戻るよう、スポーツ愛好者がつど
い声を上げましょう!!
（宮内泰明）

