
平成２３年度 （財）東京都体育協会　事業報告

Ⅰ 競技力向上事業＜寄付行為第4条－２項、３項、４項、６項、７項＞
事 業 名  期 日 会 場 本年度内容説明

１ 競技力向上事業
(１)  国体候補選手強化事業 平成23 年4 月～24 年2 月 各競技団体指定会場 国民体育大会正式競技（４０競技）を対象として実施

＜寄付行為第４条－２項、４項＞

(２)  ジュニア特別強化事業 平成23 年4 月～24 年3 月 各競技団体指定会場 国民体育大会正式競技（４０競技）を対象として実施
＜寄付行為第４条－２項、４項＞ 次代を担う有望なジュニア選手（小・中・高校生）を

対象として実施。

(３)  スポーツ医･科学事業
＜寄付行為第４条－７項＞ 平成23 年4 月1 日～ 岸記念体育会館他 国体選手の健康調査、メディカルチェックの実施

24 年3 月31 日 国体選手延べ １，０１９ 名対象に実施し、１，０１９ 名回収。回収率 100 ％
各季国体への帯同ドクター　　　述べ ７ 名参加
スポーツ医･科学委員会　1 回実施（３月１２日）

(４)  競技力向上研修事業
＜寄付行為第４条－２項、４項＞

　　　第1回 平成23 年12月20日（火） 岸記念体育会館 「スポーツ祭東京２０１３に向けた競技力向上の取り組みについて」
       ①東京都ボウリング連盟 副会長　佐藤直亮
       ①東京都馬術連盟 理事長　安岡嘉彦
　
　　　参加者４４名

　　　第2回 平成23 年3月15日（木） 東京体育館 「アスレティックトレーナーと競技団体の関わり方を考える」
        東京都アスレティックトレーナー連絡協議会 会　 長　石山修盟
        東京都アスレティックトレーナー連絡協議会 副会長　河野徳良

　　　参加者 32 名

(５)  アンチ・ドーピングの啓発
＜寄付行為第４条－６項＞ 平成23 年4 月1 日～ 岸記念体育会館他 ドーピング防止講習の実施

24 年3 月31 日
ドーピング防止プロジェクト会議　1 回実施
　（第１回）平成24 年3 月12 日

２　ジュニア育成地域推進事業　
＜寄付行為第４条－２項、３項＞

（１） 地区団体強化 平成23 年4 月1 日～ 各地区スポーツ施設他 ５９地区　対象・国体種目４０競技中３６競技、国体公開競技３競技中２競技、
24 年3月31日 　　　　　 オリンピック競技３競技中１競技実施（６８８事業）

（２） 特別強化 平成23 年4 月1 日～ 都内各施設他 １３競技実施
24 年2月29日 ボート、ホッケー、アマチュアボクシング、レスリング、

ウェイトリフティング、自転車、弓道、カヌー、アーチェリー、
ボウリング、アイスホッケー、スケート、セーリング

３　戦略分析に基づいた競技力向上戦略の策定 平成23 年4 月1 日～ 　
＜寄付行為第４条－７項＞ 24 年3 月31 日 平成２５年度に開催される東京国体において、総合優勝をするため、各競技の

これまでの実績や成果、他県の取り組み状況に関する調査・分析

４  選手強化用備品の整備  
＜寄付行為第４条－２項、３項＞ 平成23 年4 月～ 競技団体が、東京国体に向けた選手育成・強化を行うために

24 年3 月 必要な高額備品の整備（１競技１品目）

５　ジュニアアスリート発掘・育成事業 識別プログラム
＜寄付行為第４条－２項、３項＞ 　　第一次選考（書類選考）　8月22日～10月7日　　　　 応募者  90 名

平成23 年4 月　～ 　　第二次選考（実技）　11月20日または11月23日       合格者   45 名
24 年3 月 　　第三次選考（実技、面接、集団ゲーム）　1月15日　  合格者   26 名

育成プログラム
　　スポーツ教育プログラム、トレーニングプログラム、競技別プログラム
　　　　　　4月～12月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　修了者 20名　
※　夏季ユニバーシアード大会体験・人材育成事業
　　　　　　20名参加

国民体育大会、国民体育大会関東ブロック大会の東京都代表選手等を対象として実施。

スポーツ振興局調布庁舎　他



Ⅱ 国体推進事業＜寄付行為第4条－２項、４項＞

事 業 名  期 日 会 場 本年度内容説明

１ 第66・67回国民体育大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都予選会 23年4 月～8月 都内各地 陸上競技等37 競技　　参加者　延べ19,760名

＜寄付行為第４条－２項、４項＞ 23年10月～1月 ダイドードリンコアイスアリーナ スケート、アイスホッケー、スキー競技　　　参加者　延べ710名

２　第66・67回国民体育大会
　　　　　　　　　　　　　　　　関東ブロック大会 23年5月～8月 66回　茨城県水戸市、他 水泳競技（水球・シンクロ）等 32競技　

＜寄付行為第４条－２項、４項＞ 23年12月18日～20日 67回　栃木県日光市 参加者 717名
アイスホッケー　参加者　49名

３ 国民体育大会東京都選手団の派遣
＜寄付行為第４条－２項、４項＞

(1) 第66回 　本大会 23年9月26日～10月6日 山口県山口市 陸上競技等37種目
（会期前9月7日～15日） 東京都選手団長 　佐藤　広 以下 662名

男女総合 2位　　
女子総合 2位
（水泳・テニス・馬術・柔道・バドミントン・アーチェリー・ボウリング　男女総合1 位）

(２) 第67回 冬季大会
　① スケート・アイスホッケー競技会 24年1月27日～2月1日 愛知県名古屋市、他 東京都選手団長 　渡辺　軍三　以下 84名

岐阜県恵那市 スケート　　　男女総合 　5位、女子総合　6位
アイスホッケー　　3位

　② スキー競技会 24年2月14日～17日 岐阜県高山市、他 東京都選手団長　 中野　英則　 以下 56名
男女総合  24位　　
女子総合  17位

冬季大会総合成績　　
男女総合 5位
女子総合 6位

４ 第６７回国民体育大会関東ブロック大会準備 平成23 年4 月　～ 東京都体育協会分室他 2月8日第67回国民体育大会関東ブロック大会東京都実行委員会設立総会等実施
＜寄付行為第４条－２項、４項＞ 24 年3 月 同実行委員会ホームページの設置

Ⅲ 生涯スポーツの振興と普及に関する事業＜寄付行為第4条－２項、３項、４項、６項＞
事 業 名  期 日 会 場 本年度内容説明

１  地域スポーツ振興体制の充実事業
＜寄付行為第４条－３項＞

（１） 加盟団体理事長会 平成23 年5 月13日 岸記念体育会館・講堂 本会事業計画の説明

（２） 地区体育協会スポーツ振興事業 年 間 事 業 千代田区体育協会他 58 団体のスポーツ振興事業に対し助成（三宅島を含む）

　　　種目別団体スポーツ振興事業 　　　〃  8 種目団体のスポーツ振興事業に対し助成

　　  学校体育連盟振興事業 　　　〃 小・中・高体育連盟に対し助成

（3） 幹部中央研修会 平成２４ 年１月１１日 日本青年館 参加者　９８ 名

２  公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者の養成と研修事業
（1） 公認スポーツ指導員養成講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年 間 事 業 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ 上級指導員共通科目 1 ｺｰｽ 　受講者 ５５名

　　　(上級指導員・指導員) 指導員 6 競技（ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ,ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ,軟式野球,ボウリング,アーチェリー,ソフトボール）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講者２１３ 名

（2） スポーツ指導者研修会　 平成２３年４月、１１月、２４年 ２月 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ他 3回 受講者 ２８４名

（３）スポーツ指導者派遣事業（人材バンク） 年 間 事 業 都内公立小学校、中学校 登録者377名　派遣学校(小・中・高)数　のべ22校

３  都民体育大会の開催　　　　　＜寄付行為第４条－２項、４項＞
（1） 第６４回都民体育大会春季大会 平成２３年５月５日～６月１２日 東京体育館他 正式競技 陸上競技等 23 種目　※移行競技　空手女子の部

公開競技 ハンドボール競技等 5 種目　　　公開演技 ラジオ体操 1 種目
男子 1 位 練馬区　女子1 位 大田区　　　　参加地区 54 地区　参加者 13,703 名

（2） 第６５回都民体育大会夏季大会
水泳競技会 平成２３年８月８日 東京辰巳国際水泳場 男子 1 位 北区 　女子 1 位 北区　　　　参加地区 24 地区 参加者 234 名

ゴルフ競技会 平成２３年１０月１７日、１８日 青梅ゴルフ倶楽部他 男子 １ 位 世田谷区　女子 1 位　世田谷区　　　　参加地区 30 地区 261 名



（3） 第６５回都民体育大会冬季大会
スキー競技会 平成２４ 年３月３日、３月４日 長野県菅平高原ｼｰﾊｲﾙｺｰｽ 男子 1 位　新宿区 　女子 1 位 世田谷区　　参加地区 41 地区 参加者 489 名

駅伝競走 平成２４年３月１１日 武蔵野森公園  1 位　江東区　　　　参加地区 22 地区 参加者 218 名

４  平成２３年度都民生涯スポーツ大会の開催　　 平成２３ 年８月２０日～９月２３日 駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場他 17 種目 53 地区 479 団体　　参加者 5,475 名
＜寄付行為第４条－２項、４項＞

事 業 名  期 日 会 場 本年度内容説明

５  顕彰事業
＜寄付行為第４条－６項＞

（1） 生涯スポーツ功労者 平成23 年5 月8 日 東京体育館 ２３年５月８日　　表彰者 ７５ 名
（2） 生涯スポーツ優良団体 　　　　　〃 　　　〃 ２３年５月８日　　表彰団体　６６ 団体
（3） 永年勤続功労者 　　　　　〃 　　　〃 ２３年５月８日　　表彰者 ２ 名
（4） 国体優勝等選手表彰

　①国体優勝団体 23年11月19日 都庁第一庁舎大会議室 表彰団体 ７団体 　 （一財）東京都水泳協会、東京都ﾃﾆｽ協会、東京都馬術連盟、
（財）東京都柔道連盟、東京都ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ協会、東京都ｱｰﾁｪﾘｰ協会、東京都ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ連盟

　②特別功労者 　　　　　〃 　　　　　〃 ﾗｲﾌﾙ競技　少年男子　佐藤　広野
　③ 国体優勝功労者 　　　　　〃 　　　　　〃 表彰者 65名
　④ 国体優秀選手 表彰者 335名

（5） 体育優良生徒 平成２４ 年２月～３月 各々の在籍学校で表彰 表彰者 　中学生 １，４２３ 名　　高校生　 ７０６ 名

（6) 中高生スポーツ優秀選手 平成２４ 年２月～３月 各々の在籍学校で表彰 表彰者　 中学生　５８名（６団体）　高校生 １３１名 （１０団体）
高体連表彰式で表彰

６  スポーツ少年団の組織拡大と活動促進
＜寄付行為第４条－３項＞

(1) 登録の推進と地区本部の振興
　① 地区本部振興 年 間 事 業 地区本部 33 地区に対して助成

(2) 指導者、リーダー等の養成と研修
　① 養成講習会の開催

   　  ・ 認定員養成講習会 平成２４ 年１月２１・２２日 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 受講者 　計 ９６名
平成２４年２月４・５日　延べ　4日間 味の素ﾅｼｮﾅﾙﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ

　　   ・ 体力テスト判定員講習会 平成２３年１２月１８日 北区立十条台区民センター 受講者 　24 名

　② ジュニアリーダースクールの開催 平成２３年８月１７～１９日 BumB東京スポーツ文化館 指導者・リーダー　11 名　　　団 員　22 名

　③ 派遣事業
　　　 ・ 関東リーダー研究大会 平成２３年１１月５～６日 県立ｽﾎﾟｰﾂ研修ｾﾝﾀｰ（埼玉県） 指導者　1 名 　　団員 3 名
　　　 ・ シニアリーダースクール 平成２３年８月１１～１５日 国立中央青年の家 参加者  ３ 名
　　　 ・ 全国リーダー連絡会 平成２３年１０月１～２日 国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合ｾﾝﾀｰ 指導者　１ 名 　　団員 １名

(3) 少年団交流活動の推進

　① 東京都競技別交流大会
平成２３年６月２６日～１２月３日
延べ8日間

駒沢総合運動場他
軟式野球、ミニバスケットボール、バドミントン、バレーボール、なぎなた、サッカー
参加者（指導者含む）　　2,075 名、125団

　　　　　　　　　　
　② 東京都スポーツ少年団大会 平成２３年１０月１５・１６日 駒沢総合運動場他 軟式野球、ミニバスケットボール、バレーボール、サッカー、卓球、剣道、空手道、

　③ 東京都ブロック別競技大会 平成２３年４月～２４年２月 各ブロック指定会場 3ブロックで実施

　④ 派遣事業
　　　関東ブロックスポーツ少年大会、他6事業 平成23 年7 月～24年3 月 君津亀山少年自然の家（千葉県）他 指導者 延べ 46 名　　団 員 延べ 115 名

(4) 指導者協議会
　① 東京都指導者研究協議会 平成２４年３月３日 光が丘区民センター 参加者 40 名

　② 派遣事業
　  ・関東ブロック指導者研究協議会他4事業 平成２３年６月～２４年２月 ホテルクリステルパレス（茨城県） 参加者 延べ ４１ 名

７ 総合型地域スポーツクラブ育成支援事業
＜寄付行為第４条－２項＞ 東京都広域スポーツセンターと共催（会場：東京体育館）　　　　　　　　　

（1）クラブマネジャー養成講習会 平成２３年６月１１・１２・１９日 東京体育館 参加者　４４名　検定試験参加者　３９名
平成２３年１１月２０・２６．２７日 東京体育館 参加者　３８名　検定試験参加者　３５名

（2）未育成地区啓発活動 通年 中央区、東大和市など 東京都および東京都広域スポーツセンターと連携・協力のうえ訪問　
延べ　２１ 回

（3）創設支援クラブヒアリング 通年 武蔵村山市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会　18 回

　（4）都道府県総合型クラブ連絡協議会の開催 平成２３年５月３０日 立川グランドホテル 第１回ＳＣ東京ネットワーク情報交換会　参加者　１４ 名



「クラブの組織マネジメント」　講師　弁護士　白井　久明氏

平成23年9月5日 ホテルラングウッド 第2回ＳＣ東京ネットワーク情報交換会　参加者　26 名
情報提供　・東陽・木場地域スポーツクラブ　会長　山村　喜芳
　　　　　　　・オール水元スポーツクラブ　副会長　井上　利一
　　　　　　　・Ｕ＆Ｕクラブ　クラブマネジャー　船見　春夫

平成24年3月14日 ビッグボックス東大和 第3回ＳＣ東京ネットワーク情報交換会　参加者　28 名
情報提供　・黄金井倶楽部　クラブマネジャー　天野　和代

事 業 名  期 日 会 場 本年度内容説明

９　スポーツを通じた被災地支援事業（被災地招待事業）
＜寄付行為第４条－２項＞

（1）スポーツ交流事業 平成23年8月6日（土）～8月7日（日） 八王子市戸吹スポーツ公園など 宮城県石巻市と東京都八王子市の「少年少女サッカーチーム」の交流
参加人数　計94名（宮城県石巻市26名、東京都八王子市38名、運営役員30名）
　

平成23年8月26日（金）～8月28日（日） 都営白髭公園野球場など 岩手県釜石市・宮城県石巻市と東京都墨田区・台東区の「少年少女軟式野球
チーム」の交流
参加人数　計180名
　（岩手県釜石市19名、宮城県石巻市20名、東京都墨田区47名、東京都台東区
　44名、運営役員50名）

平成23年8月26日（金）～8月28日（日） 八王子市民球場など 福島県福島市と東京都八王子市の「少年少女軟式野球チーム」の交流
参加人数　計118名
　（福島県福島市25名、東京都八王子市43名、運営役員50名）

（2）スポーツ観戦招待事業 平成23年10月15日（土）～10月16日（日） 東京体育館など 岩手県、宮城県、福島県の親子を「世界体操東京2011」へ観戦招待
参加人数　計136組282名
（岩手県45組90名、宮城県49組98名、福島県42組94名）

平成23年11月12日（土）～１１月13日（日） 東京辰巳国際水泳場など 岩手県、宮城県、福島県の親子を「ＦＩＮＡ競泳ワールドカップ東京2011」へ
観戦招待
参加人数　計44組88名
（岩手県14組28名、宮城県15組30名、福島県15組30名）

（3）東京マラソン２０１２（１０㎞コース）高校生招待事業 平成24年2月26日（土）～2月27日（日） 東京マラソンＥＸＰＯ2012など 岩手県、宮城県、福島県の高校生を「東京マラソン2012（10㎞コース）」へ招待
参加人数　計113名
（岩手県32名（役員2名、高校生30名）、宮城県32名（役員2名、高校生30名）、
福島県48名（役員3名、高校生45名）

８　平成２３年度東京国体の成功に向けた取り組みを行うスポーツ
　団体支援事業の助成金交付事業

平成２３年１０月、１２月、２４年１月　延べ３回
募集 延べ　７２団体に助成金を交付


