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江東区体育協会 

 
〒１３５－８３８３ 
江東区東陽４－１１－２８ 
江東区スポーツ振興課内 
TEL ３６４７－４８８７ 

平成２３年（２０１１年） 

１月１８日 

第１３号 
（江東区体育協会だより） 

中学生の活躍 江東区体育協会 
青地清助会長就任 
のご挨拶 

　私は、6月に行われた

定期総会におきまして、

図らずも皆様の温かいご

推挙によりまして、体育

協会会長にご選任いただ

きました。誠に身に余る

光栄であり、感謝、感激

に耐えない次第であります。

浅学菲才な私のような者が、五十年の歴史と伝統

のある江東区体育協会の、第六代会長に就任する

とは夢にも思いませんでした。正に晴天の霹靂と

驚いています。歴代会長さん方の優れた手腕と業

績に思いいたすとき、果たしてこの重責を全うで

きるかと危惧しているところで御座いますが、十

八年間の理事長としての経験と、歴代会長のご指

導を生かし、全精力を傾注し、皆様方のご支援と

ご協力により、この大任を果たしたいと決意を新

たにしているところであります。どうぞ、皆様よ

ろしくお願い申し上げます。私ども江東区体育協

会にとりましては、私たちの街江東区に、体育・

スポーツを通して、健康で明るい街、生涯スポー

ツ社会を築くことこそが、最大の課題であると考

えます。また、平成25年開催の「東京国体」の成

功と、2020年オリンピック東京招致も当面の最

大課題であります。私は、これらの諸課題解決の

ため、今後とも関係団体との連携を深め、全力で

取り組んで参りますので、関係者の皆様のご支援

を賜りますよう重ねてお願いして、就任の挨拶と

致します。 

◎陸上競技 
　浅澤　　豊（深川第二中） 
　　　男子四種競技 １４位 
　堀内　啓生（深川第三中） 
　　　男子８００Ｍ 1分５９秒９１ 
　松尾　咲子（深川第三中） 
　　　女子８００Ｍ ２分１７秒３７ 
◎水泳 
　柳澤　宏樹（深川第三中） 
　　　男子２００Ｍバタフライ ２分１１秒４６ 
　藤島　千里（第三砂町中） 
　　　女子１００Ｍ平泳ぎ １分１３秒３６ 
　　　女子２００Ｍ平泳ぎ ２分３９秒７７ 
 

【陸上四種競技　浅澤　豊選手】 
　1日目、110Ｍハードルは自己ベストに近い記
録を出し、まずまずのスタート。次は苦手な砲丸
投げ、記録をねらいにいったが力みすぎてしまった。 
　2日目、気持ちを切り替えて走り高跳びに臨んだ。
持ち前の精神力の強さを発揮し、自己ベストを出
した。最後の400Ｍでは力を振り絞り、悔いのな
い走りができた。 
　入賞できなかったが、最後まで自分を信じ、家
族や先生方、東京で応援している仲間のために戦
い抜いたことを誇りに思っている。　 

全国大会 

（浅澤　豊選手　110Mハードル） 
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第64回江東区民体育大会　優勝者・チーム 
10月11日までに終了した競技の優勝者・チームは以下のとおりです。 

小学生男子の部 

自由形 50ｍ 

自由形 100ｍ 

平泳ぎ 50ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 

背泳ぎ 50ｍ 

リレー 200ｍ 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200ｍ 

中学生男子の部  

自由形 50ｍ 

自由形 100ｍ 

平泳ぎ 100ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 100ｍ 

背泳ぎ 100ｍ 

リレー 400ｍ 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200ｍ 

高校生男子の部 

自由形 100ｍ 

平泳ぎ 100ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 100ｍ 

背泳ぎ 100ｍ 

リレー 400ｍ 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200ｍ 

一般男子の部 

自由形 50ｍ 

自由形 100ｍ 

平泳ぎ 50ｍ 

平泳ぎ 100ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 

背泳ぎ 50ｍ 

リレー 200ｍ 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200ｍ 

小学生女子の部  

自由形 50ｍ 

自由形 100ｍ 

平泳ぎ 50ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 

背泳ぎ 50ｍ 

リレー 200ｍ 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200ｍ 

中学生女子の部  

自由形 50ｍ 

自由形 100ｍ 

平泳ぎ 50ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 

背泳ぎ 50ｍ 

リレー 200ｍ 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200ｍ 

高校生女子の部  

自由形 50ｍ 

平泳ぎ 50ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 

背泳ぎ 50ｍ 

リレー 200ｍ 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200ｍ 

 

一般女子の部  

自由形 50ｍ 

平泳ぎ 50ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 

背泳ぎ 50ｍ 

リレー 200ｍ 

ﾒﾄﾞﾚｰﾘﾚｰ 200ｍ 

 

壮年男子の部  

自由形 50ｍ 

平泳ぎ 50ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 

背泳ぎ 50ｍ 

壮年女子の部  

自由形 50ｍ 

平泳ぎ 50ｍ 

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 50ｍ 

背泳ぎ 50ｍ 

 

野　大祐（明治小） 

曽根　裕太（七砂小） 

長倉　　豊（越中島小） 

粟竹　勇介（明治小） 

坂本　　陸（八名川小） 

明治小  

明治小  

  

金田　真人（海城中） 

金田　真人（海城中） 

須藤　正照（かえつ有明中） 

江森　　翔（両国高校附属中） 

西潟　大海（三亀中） 

両国高校附属中  

両国高校附属中  

  

古泉俊次郎（みぃちゃん神推し） 

横澤　智大（みぃちゃん神推し） 

古泉　俊次郎（みぃちゃん神推し） 

杉山　拓博（東高） 

みぃちゃん神推し  

みぃちゃん神推し  

  

岩谷　龍治（絆～最高の仲間達～） 

砂村　雄太（深川海豚） 

飛田　貴基（深川海豚） 

飛田　貴基（深川海豚） 

砂村　雄太（深川海豚） 

松本　　誠（ＶＩＰ） 

深川海豚  

深川海豚  

 

奥富　杏菜（五砂小） 

永田　　百（明治小） 

奥田　梨乃（枝川小） 

野上　遥香（南陽小） 

石合　奈 （々越中島小） 

越中島小  

南陽小  

  

岩見　雪華（かえつ有明中） 

中谷　美緒（三砂中） 

藤島　千里（三砂中） 

富安　舞衣（かえつ有明中） 

風間　　咲（深川三中） 

三砂中  

三砂中  

  

藤田　瑛里子（両国高校） 

鈴木　真子（みぃちゃん神推し） 

篠崎　　杏（深川高校） 

富安　理嘉（かえつ有明高） 

深川高校  

深川高校  

 

  

松田　仁美（H･S･T） 

松田　仁美（H･S･T） 

島田　絵美（深川海豚） 

大原　ゆか理（深川海豚） 

深川海豚  

深川海豚  

 

  

西山　欣彰（光村印刷） 

丸島　孝治（毎日SC） 

安田　洋一郎（匠SC） 

西山　欣彰（光村印刷） 

  

堀口　みのり（ISSY’S） 

武　菜穂子（鯉波遊泳会） 

岩出　マリ（東砂SC） 

中村　泰子（個人） 

 

30″39 

◎1′02″69 

◎34″97 

34″49 

34″54 

◎2′07″27 

◎2′19″50 

 

27″44 

1′01″39 

1′15″24 

1′12″30 

1′10″32 

4′41″14 

2′14″41 

 

58″13 

1′13″22 

1′03″14 

1′08″59 

3′59″77 

◎1′56″81 

 

25″91 

59″52 

31″65 

◎1′09″95 

26″81 

34″82 

1′44″86 

1′58″76 

 

31″61 

1′03″70 

38″21 

33″24 

38″38 

2′21″69 

2′36″74 

 

31″15 

1′05″66 

34″93 

31″22 

35″44 

2′06″59 

2′17″41 

 

29″88 

39″81 

◎31″46 

◎32″47 

2′14″96 

2′33″02 

 

 

27″88 

◎35″30 

37″22 

37″70 

2′10″83 

2′24″47 

 

 

28″43 

36″13 

30″29 

34″51 

 

33″10 

45″08 

40″22 

42″96

 

総　合 

男　子 

女　子 

小学生 

明治小 

明治小 

三砂小 

中学生 

深川三中 

深川三中 

三砂中 

高校生 

みぃちゃん神推し 

一般 

深川海豚 

＜総合成績＞ 

水泳（大会新記録◎） 
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小学生男子の部 

50m 

100m 

4×100mR 

走幅跳 

中学生男子の部 

100m 

200m 

800m 

3000m 

110mH 

4×100mR 

走高跳 

走幅跳 

砲丸投 

一般男子の部 

100m 

400m 

800m 

1500m 

5000m 

走高跳 

砲丸投 

4×100mR 

壮年40歳代の部 

5000m 

壮年50歳代の部 

5000m 

壮年60歳以上の部 

5000m 

小学生女子の部 

100m 

50m 

4×100mR 

走幅跳 

中学生女子の部  

100m  

200m  

800m  

100mH  

4×100mR  

走高跳  

走幅跳  

砲丸投  

一般女子の部  

100m  

5000m  

走高跳  

走幅跳  

砲丸投  

ソフトボール  

一般男子の部  

家庭婦人の部  

中学女子の部  

壮年の部  

サッカー  

一般男子の部  

軟式野球  

一般の部  

ゴルフ  

男子の部  

男子ベストグロス  

女子の部  

女子ベストグロス  

クレー射撃  

トラップの部Ａ  

スキートの部Ａ  

トラップの部Ｂ  

スキートの部Ｂ  

トラップの部Ｃ  

スキートの部Ｃ  

ダンススポーツ  

区長杯  

中級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  

中級戦ラテン    

初級戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  

初級戦ラテン  

ﾋﾞｷﾞﾅｰ戦ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ  

ビギナー戦ラテン   

小学生の部ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

小学生の部ラテン  

ソフトテニス  

一般男子の部  

一般女子の部  

壮年45歳以上の部  

壮年60歳以上の部  

家庭婦人の部  

ビーチボール  

男子の部  

混合の部  

女子15歳以上の部  

女子40歳以上の部  

小学生高学年の部  

小学生低学年の部  

  

高津　陸羽（江東JAC） 

長江　有起（江東JAC） 

越中島小  

川上　稔真（江東JAC） 

  

佐藤　大知（東陽中） 

荻野　　譲（大島中） 

大澤　慎平（深川三中） 

黒澤　道希（高輪中） 

猪俣　洋登（深川第二中） 

東陽中  

平本　誠弥（第三亀戸中） 

大木　隼輔（二砂中） 

畠　　純也（深川三中） 

  

高橋　翔太（New Mode AC） 

高橋　翔太（New Mode AC） 

田村　昌弘（東高） 

吉田　　潤（日通警送二課) 

吉田　　潤（日通警送二課) 

菊地　隆翼（東京YMCA） 

吉田　雄二（二大中OB） 

東高B  

  

新藤　紀由（小岩選抜RC） 

  

松田　　弘（ｼﾞｰｽｸｴｱ） 

  

新井　満治（個人） 

  

笹尾　佳也乃（平久小） 

小林　　葵（亀高小） 

水神小  

小栗　七海（四砂小） 

 

植田　育代（深川三中） 

植田　育代（深川三中） 

松尾　咲子（深川三中） 

黒田　明里（深川三中） 

深川三中A  

渡部　しずか（深川二中） 

佐藤　夕紀（三亀中） 

内山　美幸（三亀中） 

  

櫻井　　円（AC・KITA） 

蓼沼　恵美（深川ランナーズ） 

大野　恭身（個人） 

中村　真理（東高） 

伊藤　和子（個人） 

  

港湾魂  

マインズ  

第二砂町中学校  

ニューウェーブＢ  

  

ＷＩＬＤ　ＧＵＹＳ  

  

妹よ･･･  

  

田中　　誠  

中嶋　直樹  

町田　亜矢  

長田　　恵  

  

野 　利之  

幸田　崇宏  

相原　義美  

星野　信也  

吉岡　壽夫  

中里　　弘  

 

横山　和弘　　　　福田　てる子 

奥村　行雄　　　　奥村　敏子 

水野　友紀子　　　中川　　菫 

近藤　雅道　　　　御園　正代 

栗原　洋之　　　　村杉　明子 

影山　俊介　　　　石渡　久美子 

三苫　起一郎　　　三苫　慎子 

大畠　　悠　　　　宮内　　桃 

大畠　　悠　　　　宮内　　桃 

  

増山　大伍　　　　箕浦　良佑 

小野　正子　　　　関内　美緒 

神庭　　基　　　　奈良部　利昭 

福沢　　宰　　　　瀬下　蘇七郎 

小沢　文子　　　　大山　泰子 

  

ブラックローズ  

BLACK ROSE  

MBCプリンセス  

岡田ジャパン  

亀高Kid’s  

ななすぽキッズ  

 

8″25 

13"24 

58″59 

4ｍ37 

 

11"34 

23"14 

2'16"02 

9'41"52 

15"98 

48″49 

1ｍ63 

5ｍ93 

10ｍ40 

 

11"24 

51"01 

2'14"99 

4'20"26 

15'26"32 

1ｍ60 

7ｍ82 

47″76 

 

18'10"51 

 

19'51"94 

 

22'21"29 

 

14″61 

◎8"37 

1'02"50 

3ｍ51 

 

12″91 

27″21 

◎2'23"20 

16"11 

53"49 

1ｍ49 

4ｍ91 

10ｍ44 

 

19″19 

29′07″31 

◎1ｍ55 

3ｍ49 

4ｍ56

陸上大会（大会新記録◎） 
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　11月28日に開催されたシーサイドマラソン大

会には約5,000名を超える参加申込があり、先着

受付の結果約4,844名が出走登録されました。開

催当日の出走者は4,174名で4,008名が完走しま

した。当日の天候はスタート時15.5度、この季節

としては暖かく、ランナーにとっては厳しいレー

スとなったようです。給水所も前回大会より2箇所

増やし計5箇所、ＡＥＤ（自動体外式除細動器）は

26台に増やし、自転車の機動力を生かしたモバイ

ル隊7組を導入するなど、これまでにない事故防止

対策を施しました。しかし、ランナーが15キロ付

近で倒れ、救急搬送されましたが病院で死亡が確

認されるという15回大会以来の事故が発生しまし

た。亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。 

◇ 

　11月28日（日）の朝は快晴で、午前7時30分か

ら選手が夢の島運動公園広場の選手受付に続々や

ってきました。午前8時15分頃には広場は参加者

で埋まり、受付を待つ長い列が数箇所できました。

墨田工業高校の生徒の皆さんやＮＥＣソフトのボ

ランティアの皆さんのご協力で無事受付業務も完

了しました。7キロ給水所では深川高校の皆さん、

14キロではサクラダとオレンジホームワークスな

ど企業からのボランティア協力がありました。 

　受付広場にはコーヒーやハンバーガー、くず餅、

スポーツ用品などの出店もあり、例年になく賑わ

っていました。今年はハー

フマラソンの一般男女の優

勝者にスポーツニッポン賞

が送られました。また、表

彰式の前にスタンドの参観

者を対象にジャンケン大会

が開催され、45名の勝者に

福島県川俣町提供の米とし

ゃも鍋セットが渡されました。 

大会結果は次のとおりです。 

　◎ハーフ（9時15分スタート） 

　　出走者2,531名／完走者2,426名 

＜優勝者＞ 

　一般男子（50歳未満） 

　　　河野　陽一（日本郵政）　　１時間９分４１秒 

　壮年男子（50歳以上） 

　　　塩田　政晴（千代田走友会）１時間２１分２８秒  

　一般女子（50歳未満) 

　　　阿部三千代（ｅＡ東京）　　１時間２６分１０秒 

　壮年女子（50歳以上） 

　　　吉田　眞弓　　　　　　　  １時間３７分３７秒 

 

　◎10キロ（9時45分スタート） 

　　出走者1,643名／完走者1,582名 

＜優勝者＞ 

　一般男子（50歳未満） 

　　　大熊　啓史（町田走友会）　３２分３０秒 

　壮年男子（50歳以上） 

　　　大矢　敏夫（千代田走友会）３５分２６秒 

　一般女子（50歳未満） 

　　　鈴木まみ子　　　　　　　  ４２分２７秒 

　壮年女子（50歳以上） 

　　　遠藤　章子　　　　　　　  ４５分０７秒 

 

 

 

第３０回江東シーサイドマラソン大会 

（資料提供：江東区広報広聴課） 
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ゆめ半島千葉国体視察レポート 

新習志野駅前にある千葉国際総合水泳場 

 

会場入口前に総合案内所 

 

入口横に視察・報道受付 

 

プールサイドに視察員観覧席 

　ゆめ半島千葉国体は9月25日（土）から10月5日（火）の会期で開催され、平成25年の東京国体で

江東区開催予定の水泳・セーリング・ライフル射撃（センターファイヤー・ピストル。以下「CP」と

いう。）の3競技を視察して参りました。そのご報告をさせていただきます。 

　水泳は大会会期より前の9月8日～9月12日まで

の会期です。これは水泳競技が国体夏季大会種目

であったためだそうです。 

　9月11日（土）午前9時、江東区役所に集合し、

大型バスで習志野市にある千葉国際総合水泳場に

向かいました。バスの中で菊地スポーツ振興課長

から水泳競技の競技スケジュールや、見ていただ

きたいところなどが説明されました。 

　高速道路を降り、会場周辺道路を走行して指定

の駐車場へ向かいます。ここでは誘導看板や誘導

係員の配置状況をチェックです。事前の調査で指

定駐車場から会場まで徒歩20分くらい。遠い！視

察するまでにくたびれてしまいますので、会場近

くの路上で降車。会場まで3分程度で到着です。せ

めて駐車場から会場までのバスがあってくれた

ら・・・。参考になります。 

　入り口前には総合案内所テントがあり、一般観

覧者や県外選手等への案内をしています。プログ

ラム等の配布も行います。このような部署は市職員、

一般ボランティア等の方々が従事している所です。

視察・報道関係者の受付は別にありました。ここ

で入場パスや資料を受け取ります。視察パスがあ

ればプールサイドや運営の裏側まで入ることが可

能です。写真撮影の際のフラッシュ禁止などの注

意事項もここで受けました。　 

　まずはプールサイドに設けられている視察員の

観覧席に向かいます。東京国体では辰巳国際水泳

場で行われますがプールサイドが狭いため視察員

席をどこに設ければいいか、頭の痛い問題です。 

 

＜水泳（競泳・飛込、シンクロ）＞ 
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選手席側からみた会場、ほぼ満席。奥側は飛込みプールとその観覧席 

 

一般観覧者入場口手前で入場制限案内 

 

駅前広場にテント村 

 

稲毛ヨットハーバークラブハウス 

 

　観客席はメインプールの両サイドにあり、席数

は3,700席程度ですが、視察員席の正面側の観覧

席は選手や各県から応援に駆けつけた関係者の席

にしています。辰巳の場合は片側にしか観覧席が

ありませんので、入場者のさばき方を工夫しなけ

ればならないでしょう。また、競泳の場合、国内

の実力者も多数出場することもあって一般観覧席

はほぼ満員です。お昼前には一般観覧者の入場制

限がかけられていました。こういった部署もボラ

ンティアに活躍していただく必要があります。 

　レースは白熱していましたが、会場周辺の賑わ

いや装飾も見ておかなければなりません。後ろ髪

を引かれながら外へ出ます。 

　この会場は駅前広場に面しているので広場に大

テントを張り、そこにモニターを設置し、パブリ

ックビューイングができるようになっています。

ショッピングセンターも隣接し、各スポーツメー

カーも出店し、いつも以上の賑わいのようです。 

◇ 

　紙面の関係上、水泳については以上です。ほん

の一部のご紹介しかできませんでしたが、円滑に

運営する上で留意しておくべき点や賑わいや会場

周辺の装飾、案内看板や案内係員の配置といった

点について非常に参考となりました。 

　セーリング競技は9月26日（日）～29日（水）ま

での4日間の会期です。9月26日（日）に視察して

参りました。会場は千葉市にある稲毛ヨットハー

バーです。 

　指定の駐車場は会場の目の前ですが、会場が広

いため、ヨットハーバーには徒歩5分程度かかりま

す。駐車場への案内看板が若干小さく、危うく通

り過ぎるところでした。案内看板は手前から大き

なものを設置しておく必要がありそうです。ヨッ

トハーバーのほぼ中心に立つクラブハウス（3階建

て、右写真）入口横に各種受付テントがあり、こ

こで視察員パスとプログラム等の資料を受け取り

ます。この3階から会場を俯瞰する写真を撮りまし

たが、広すぎて1枚に収まりません。 

＜セーリング＞ 



躍　　動 

7

第１３号 平成２３年１月１８日 

海側の艇置き場と運営本部用プレハブ 

 

陸側の艇置き場と各都道府県選手テント村 

 

一般観覧者用大テント　2～300人は入ります 

 

警察学校の射撃場で　競技風景 

 

レーザービーム銃で射撃体験 

 

東京国体では若洲ヨット訓練所を会場としていま

すが、ここと比べると、4分の1から5分の1程度

の広さしかありません。これだけの艇と人を整理

しなければなりません。大きな課題です。 

　稲毛は海面に艇を下ろすスロープも複数ありま

す（若洲は1箇所）が、１レースの全ての出場艇が

出港するのに40分程度かかっていました。若洲で

の開催時は出場艇の出艇や陸揚げをかなり効率的

にやらないと全てのレースをこなしきれないかも

しれません。また、応援に来ている関係者や一般

観覧者も艇置き場周辺に集まってきますので、一

般観覧者等の立ち入り制限が必要と思われます。

そのため、若洲では場内の案内係員を多く確保す

る必要がありそうです。 

　一般観覧者用の大テントが設置してあります。

中には大きなモニターもあり、レース解説まで流

れています。若洲での設置場所も要検討です。 

　賑わいや地元PRの点ですが、出店テントは選手

村の向こう側、一番奥にひっそりと建っており、

人もあまりいませんでした。ここは改善すべき点

だと思います。 

◇ 

　今回の視察では、会場規模の差が大きいため、

稲毛で円滑に進行していたことでも、若洲では工

夫が必要と思われます。今後、競技団体、関係機

関等との調整の中で課題を解決していかなければ

なりません。皆様のご理解・ご協力をお願いいた

します。 

　10月27日（月）に視察に行って参りました。会

場は千葉県警察学校です。ここは射座が18ありま

すが、東京国体の会場である警視庁術科センター

では50射座ありますので、一度に47都道府県の

選手が射撃できます。その分、選手の呼び出しや

案内の負担は軽くなります。 

　警察学校という場所柄、地元のPRや物品販売の

出店はありませんでした。しかし、射撃競技体験

コーナーでは、レーザービーム銃による射撃体験

ができます。これは東京国体でもやるつもりです。 

また、地元PRや賑わいについても、関係機関のご

協力を得てできる限り充実させたいと思います。 

＜ライフル射撃（CP）＞ 
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　22年10月28日に江東区スポーツ会館で日本卓

球リーグ実業団連盟の試合がありました。 

　サンリツ(東京)対日立化成(茨城)の試合で2試合

目に登場したサンリツの福原愛選手が日立化成の

野中由紀選手を3-0のストレートで破りました。福

原愛選手の練習から試合まで観戦していましたが、

スピード、緩急の差や集中力はすばらしいもので

した。試合はサンリツが3－2で勝ちました。悪天

候にもかかわらず350人の観客の中には江東区長

や江東区卓球連盟会長もおられ、すばらしい試合

に拍手が沸きました。 

　平成22年度の賛助会費を募集しています。江東区体育協会の事業活動は加盟団体の正会員費、賛助会費、

区の共催事業の分担金、都体育協会の補助金、都ジュニア育成事業委託金、区の少年スポーツ教室委託金な

どで行っています。21年度の賛助会費合計は516万円でした。本年度も各団体110口(1口千円)以上の賛助

会費募集にご協力ください。締め切りは2月25日(金)ですがお早目の納入にご協力ください。 

　昭和55年、江東ジュニアヨットクラブ設立、昭

和58年江東区ヨット連盟設立、同年5月28日江東

区体育協会に正式加盟が承認されました。都内で

は初めてヨット連盟の体協加盟となりました。 

　新木場の南に位置する15号埋立地(現在の若洲

ヨット訓練所付近)にディンギーマリーナが整備され、

昭和58年9月に群馬県あかぎ国体のヨットレース

が行われました。 

　平成4年に東京都港湾局によって若洲ヨット訓練

所が開設されるまで、江東区ヨット連盟の練習乗

艇する専用水面が無く、お台場、辰巳水門、砂町

水門、有明埋立地、舟留り等、船の間を抜けなが

ら乗艇練習をしていました。 

　また、商船大学（現東京海洋大学）構内の桟橋

を使わせてもらい、前の隅田川で乗艇した時もあ

りました。 

　若洲ヨット訓練所が開設されて、当連盟は若洲

ヨット訓練所で開催される都民ヨット教室に講師、

監視船要員、レスキュー要員などで協力しています。

また、江東ジュニアヨットクラブ活動とともに、

毎月の土・日・祝日はヨット訓練所で活動をして

います。若洲で行なわれる各種大会では大会運営船、

マーク船、レスキュー船乗員として協力しています。 

　平成14年から江東区少年少女ヨット教室を小中

学校のプールで開催しています。毎年、30～50

名の参加者がありました。平成20年からはプール

夏季営業開始前の越中島プールを会場に開催して

います。今後とも江東区体育協会、江東区教育委

員会、江東区スポーツ振興課の方々のご尽力によ

り健全なヨット競技の普及につとめてまいります。 

 

スポーツ会館に 
福原愛選手 

連 盟 紹 介  

賛助会費募集しています 
 

江東区ヨット連盟 

福原選手は左から5番目 


