
平成２４年度 （公財）東京都体育協会　事業報告

Ⅰ　競技力向上事業　＜定款第４条－２項、３項、5項、７項＞

事　　　　　業　　　　　名  期　　　　　日

１　国体候補選手強化事業 平成２４年４月～２５年２月

＜定款第４条－５項＞

２　ジュニア特別強化事業 平成２４年４月～２５年３月

＜定款第４条－３項、７項＞

３　スポーツ医･科学事業

＜定款第４条－２項、７項＞ 平成２４年４月１日～２５年３月３１日

４　ジュニア育成地域推進事業

＜定款第４条－２項、３項＞ 年間事業

（１） 地区団体強化 平成２４年４月１日～２５年３月３１日

（２） 特別強化 平成２４年４月１日～２５年２月２８日

５　戦力分析に基づいた競技力向上戦略の策定

＜定款第４条－３項＞ 平成２４年４月１日～２５年３月３１日

６　選手強化用備品の整備

＜定款第４条－３項＞ 平成２４年４月１日～２５年３月３１日

７　ジュニアアスリート発掘・育成事業

＜定款第４条－３項＞ 平成２４年４月～２５年３月



Ⅱ　国体推進事業　＜定款第４条－５項＞

事　　　　　業　　　　　名  期　　　　　日

１ 第67・68回国民体育大会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京都予選会 ２４年４月～８月

＜定款第４条－５項＞ ２４年１０月～２５年１月

２　第67・68回国民体育大会

　　　　　　　　　　　　　　　　関東ブロック大会への東京都選手団の派遣 ２４年５月～８月

＜定款第４条－５項＞ ２４年１２月１８日～２０日

３ 第67・68回国民体育大会東京都選手団の派遣

＜定款第４条－５項＞

(1) 第67回 　本大会 ２４年９月２９日～１０月９日

（会期前9月13日～17日）

(２) 第68回 冬季大会

　① スケート・アイスホッケー競技会 ２５年１月２６日～２月１日

　② スキー競技会 ２５年２月１６日～１９日

Ⅲ　生涯スポーツの振興と普及に関する事業　＜定款第４条－１項、２項、４項、６項、７項、８項、９項＞

事　　　　　業　　　　　名  期　　　　　日

１  地域スポーツ振興体制の充実事業

＜定款第４条－２項、８項＞

（１） 加盟団体理事長会議 平成２４年５月８日

（2）地区体育協会等の振興 年 間 事 業

　　　種目別団体スポーツ振興事業 　　　〃

　　  学校体育連盟振興事業 　　　〃

（3） 幹部中央研修会 平成２５年１月１６日

２  公認ｽﾎﾟｰﾂ指導者の養成と研修事業

＜定款第４条－４項、８項＞

（1） 公認スポーツ指導員養成講習会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年 間 事 業

　　　(上級指導員・指導員)

（2） スポーツ指導者研修会　 平成２４年４月、１１月、２５年２月

（３）スポーツ指導者派遣事業（人材バンク） 年 間 事 業



事　　　　　業　　　　　名  期　　　　　日

３  都民体育大会の開催　　　　　＜定款第４条－１項、２項＞

（1） 第６５回都民体育大会春季大会 平成２４年５月３日～６月８日

（2） 第６６回都民体育大会夏季大会
水泳競技会 平成２４年８月１０日

ゴルフ競技会 平成２４年１０月１８日、１９日

（3） 第６６回都民体育大会冬季大会
スキー競技会 平成２５年３月３日、３月４日

駅伝競走 平成２５年３月１０日

４  平成２４年度都民生涯スポーツ大会の開催　　 平成２４年８月１９日～９月２３日

＜定款第４条－１項、２項＞

５　日中・日韓スポーツ交流推進事業

＜定款第４条－２項、７項＞

平成２４年４月１日～平成２５年２月末日

６  顕彰事業

＜定款第４条－８項＞

（1） 生涯スポーツ功労者 平成２４年５月１３日

（2） 生涯スポーツ優良団体 　　　　　〃

（3） 国体優勝等選手表彰

　①国体優勝団体 平成２４年１１月１７日

　②特別功労者 　　　　　〃

　③ 国体優勝功労者 　　　　　〃

　④ 国体優秀選手 　　　　　〃

（4） 中学校・高等学校全国大会優勝者、優勝チーム 平成２５年２・３月

（5) 体育優良生徒 平成２５年２・３月

 　（6）永年勤続功労者

７  スポーツ少年団の組織拡大と活動促進

＜定款第４条－２項、６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

(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２５年２月１０・１１日

平成２５年２月１６・１７日　延べ４日間

　　   ・ 体力テスト判定員講習会 平成２４年１２月１６日

　② ジュニアリーダースクールの開催 平成２４年８月１９～２１日

　③ 派遣事業

　　　 ・ 関東リーダー研究大会 平成２４年１１月３～４日

　　　 ・ シニアリーダースクール 平成２４年８月１０～１４日

　　　 ・ 全国リーダー連絡会 平成２４年９月２９～３０日



事　　　　　業　　　　　名  期　　　　　日
(3) 少年団交流活動の推進

　① 東京都競技別交流大会 平成２４年６月１７日～１２月２日
延べ８日間

　　　　　　　　　　
　② 東京都スポーツ少年団大会 平成２４年１０月１４・２０・２１日

　③ 東京都ブロック別競技大会 平成２４年４月～２５年２月

　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２４年７月～２５年３月

(4) 指導者協議会
　① 東京都指導者研究協議会 平成２５年２月９日

　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２４年６月～２５年２月

(5)日本スポーツ少年団創設50周年記念事業
①　記念式典 平成２４年６月２３日（土）

②　記念表彰
　　　　・功労者表彰 平成２４年１０月１２日
　　　　・優秀団表彰 平成２４年１０月１２日

８　シニアスポーツ振興事業
＜定款第４条－２項、７項＞ 年間事業

平成２４年４月１日～２５年３月３１日

９　東京国体の成功に取り組むスポーツ団体助成事業
＜定款第４条－７項＞ 平成２３年度～２５年度（３年間）

１０　スポーツを通じた被災地支援事業
＜定款第４条－９項＞ 年間事業

（1）スポーツ交流事業 平成２４年８月３日（金）～８月５日（日）

平成２４年８月１０日（金）～８月１２日（日）

 
平成２４年８月１１日（土）～８月１３日（月）

平成２４年８月１７日（金）～８月１９日（日）

平成２４年８月１７日（金）～８月１９日（日）

平成２４年８月１８日（土）～８月１９日（日）

（2）スポーツ観戦招待事業 平成２４年５月２６日（土）～５月２７日（日）

平成２４年９月２２日（土）～９月２３日（日）

（3）東京マラソン2013（10㎞）高校生招待事業 平成２５年２月２３日（土）～２月２４日（日）



Ⅳ　総合型地域スポーツクラブの育成支援　＜定款第４条－２項、７項＞

事　　　　　業　　　　　名  期　　　　　日

１　総合型地域スポーツクラブの育成支援

＜定款第４条－２項、７項＞ 年間事業

（1）クラブマネジャー養成講習会 平成２４年６月９・１０・１６日
平成２４年１１月１０・１１・１７日

（2）未育成地区啓発活動 通年

（3）創設支援クラブヒアリング 通年

　（4）都道府県総合型クラブ連絡協議会の開催 平成２４年１１月２７日

　（5）東京都総合型地域スポーツクラブリスクマネジメント研修会の開催 平成２４年１１月３日

Ⅴ　広報活動の充実　＜定款第４条－７項＞

事　　　　　業　　　　　名  期　　　　　日

１　広報活動の充実

＜定款第４条－７項＞ 年間事業



会　　　　　場 本　　年　　度　　内　　容　　説　　明

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
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

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
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

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

国体選手延べ １，０１２ 名対象に実施し、１，０１２ 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１１日）

ドーピング防止講習の実施

ドーピング防止プロジェクト会議　1 回実施

　（第１回）平成２５年３月１１ 日

都内他

各地区スポーツ施設他 ５９地区　対象・国体種目４０競技中３５競技、国体公開競技３競技中２競技、

　　　　　　　　　  オリンピック競技３競技中１競技実施（７０１事業）

都内各施設他 １３競技実施

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

平成２５年度に開催されるスポーツ祭東京2013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

競技団体が、スポーツ祭東京2013に向けた選手育成・強化を行うために
必要な高額備品の整備（１競技１品目）

識別プログラム

　　第一次選考（書類選考）　８月２０日～１０月５日　　　　応募者  １９１名

　　第二次選考（実技） １１月１８日または１１月２３日      合格者    ５０名

　　第三次選考（実技、面接、集団ゲーム） １月２０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２４名　

※　夏季オリンピックロンドン大会体験・人材育成事業

　　　　　　２４名参加

スポーツ振興局調布庁舎　他

東京都のスポーツの水準の向上を図るため、地域におけるジュニアスポーツの普及・振興と選
手の発掘・育成を図った。

また、あわせて、競技団体、東京都及び本協会が主催者となり、選手層の薄い競技の普及及
び選手育成等の事業を積極的に推進した。



会　　　　　場 本　　年　　度　　内　　容　　説　　明

都内各地 陸上競技等 ３７競技　　参加者　延べ２３，８５７名

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 ７３０名

67回　東京都新宿区、他 水泳競技（水球・シンクロ）等 ３２競技　

68回　東京都西東京市・東大和市 参加者 ７０１名

アイスホッケー　参加者 ４９名

岐阜県岐阜市、他 陸上競技等 ３７種目

東京都選手団長 　秋山俊行 以下 ６６２名

男女総合 2位　　

女子総合 2位

（テニス　　男女総合 １位）

東京都渋谷区、他 東京都選手団長 　中野英則　以下 ８１名

福島県郡山市 スケート　　　男女総合 　３位、女子総合　４位

アイスホッケー　　５位

秋田県鹿角市 東京都選手団長　 中野英則　 以下 ５６名

男女総合  ２０位　　

女子総合  １７位

冬季大会総合成績　　

男女総合 ３位

女子総合 ４位

会　　　　　場 本　　年　　度　　内　　容　　説　　明

都内 本会事業計画の説明

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）

 8 種目団体のスポーツ振興事業に対し助成

小・中・高体育連盟に対し助成

TKP渋谷カンファレンスセンター 参加者　９８ 名

都内他 指導員 ５競技（バレーボール、ホッケー、自転車、フェンシング、空手道）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受講者 １９８名

国立ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年ｾﾝﾀｰ他 ３回 受講者 ２７１名

都内公立小学校、中学校 登録者 ４１２名　派遣学校(小・中・高)数　延べ ７２校



会　　　　　場 本　　年　　度　　内　　容　　説　　明

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 大田区　女子 １位 大田区　　　　参加地区 ５３地区　参加者 １３，７６５名

東京辰巳国際水泳場 男子 １位 杉並区 　女子 １位 江戸川区　　　　参加地区 ２２地区 参加者 ２６５名

武蔵野ゴルフ場他 男子 １位 大田区　 女子 １位 青梅市　　　　    参加地区 ３０地区 ２４８名

長野県菅平高原ｼｰﾊｲﾙｺｰｽ 男子 １位　杉並区 　女子 １位 世田谷区　　参加地区 ４０地区 参加者 ４９３名

武蔵野森公園 １位　八王子市　　　　参加地区 ２３地区 参加者 ２１３名

駒沢ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ公園総合運動場他 １７種目 ５１地区 ４７９団体　　参加者 ５，５５７名

派遣：中国内・韓国内 日中　２地区　：中野区（派遣）・八王子市（派遣）

受入：都内 日韓　４地区　：新宿区（派遣・受入）・八王子市（派遣）・墨田区（受入）

駒沢オリンピック公園総合運動場屋内球技場 表彰者　　　７３名

　　　　　　〃 表彰団体　 ６３ 団体

都庁第一庁舎大会議室 表彰団体 １団体  東京都ﾃﾆｽ協会

　　　　　　〃 水泳競技　成年男子　伊藤　真　　岸田真幸　　村松由規　　中村　克

水泳競技　成年女子　田辺詔子　　上田春佳　　加藤ゆか　　原田真衣

　　　　　　〃 表彰者 　９４名

　　　　　　〃 表彰者 ２９８名

各々の在籍学校で表彰 表彰者　 中学生　３４名（３団体）　高校生 ９２名 （１０団体）

各々の在籍学校で表彰 表彰者 　中学生 １，４４２ 名　　高校生　 ７３４ 名

該当者なし

地区本部 ３３地区に対して助成

足立区勤労福祉会館 受講者 　４２名

セシオン杉並 受講者 　７６名　　合計受講者 １１８名

目黒区立中央体育館 受講者 　４６名

BumB東京スポーツ文化館 指導者・リーダー　１５名　　　団員 １６名

愛宕山少年自然の家（山梨県） 指導者　１名 　　団員 ３名

国立中央青年交流の家（静岡県） 参加者  ２名

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



会　　　　　場 本　　年　　度　　内　　容　　説　　明

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）　　１，６００名、１２２団

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、
バドミントン　参加者（指導者含む）　約2,065 名

各ブロック指定会場 ３ブロックで実施（城西、城南、城北）

茨城県立中央青年の家（茨城県）他 指導者 延べ ３４名　　団員 延べ ９７名

玉川区民会館 参加者 ５８名

ホテルポートプラザちば（千葉県）他 参加者 延べ ２８名

品川プリンスホテル　プリンスホール 参加者 ４８名

各区市本部にて表彰状授与 表彰者　功労者      ３６３名
各区市本部にて表彰状授与 表彰団体　優秀団     ９１団

都内他

各地区スポーツ施設他 ４４地区　対象：スポーツ競技会及びスポーツに関する講演会、講習会
　　　　　　実施事業 １１５事業　参加人数 ７，６７７名

延べ　６５団体に助成金を交付

都内他

八王子市戸吹スポーツ公園他 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２２２名（宮城県石巻市 ３１名、東京都八王子市 １０１名、運営役員 ９０名）
　

北区中央公園他 岩手県陸前高田市と東京都北区の「少年少女軟式野球チーム」の交流
参加人数　計２６０名（岩手県陸前高田市 ３３名、東京都北区 ３５名、運営役員 １９２名）

江東区南砂少年野球場他 宮城県気仙沼市と東京都江東区の「少年少女軟式野球チーム」の交流
参加人数　計２２９名（宮城県気仙沼市 １５名、東京都江東区 ５２名、運営役員 １６２名）

八王子市民球場他 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３６６名（福島県福島市 ３８名、東京都八王子市 ５４名、運営役員 ２７４名）

東大和市立第５小学校他 宮城県登米市と東京都東大和市の「少年少女軟式野球チーム」の交流
参加人数　計３３６名（宮城県登米市 ２３名、東京都東大和市 ２７名、運営役員 ２７９名）

板橋区立向原小学校他 宮城県岩沼市と東京都板橋区の「少女バレーボールチーム」の交流
参加人数　計１３４名（宮城県岩沼市 ２３名、東京都板橋区 ３５名、運営役員 ７６名）

国立代々木第2体育館他 岩手県、宮城県、福島県の親子を「2012女子レスリングワールドカップ」へ観戦招待
参加人数　計８４名　（岩手県 ３０名、宮城県 ２４名、福島県 ３０名）

有明コロシアム他 岩手県、宮城県、福島県の親子を「29th 東レ　パン・パシフィック・テニス」へ観戦招待
参加人数　計４４組 ８８名
（岩手県１５組 ３０名、宮城県１５組 ３０名、福島県１４組 ２８名）

東京マラソンＥＸＰＯ2013他 岩手県、宮城県、福島県の高校生を「東京マラソン2013（10㎞）」へ招待
参加人数　計１０７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 ４３名（役員３名、高校生４０名）



会　　　　　場 本　　年　　度　　内　　容　　説　　明

生涯スポーツ社会の実現に寄与することを目的に、総合型地域スポーツクラブの育成支援

に努めた。

味の素スタジアム研修室 参加者　３９名　検定試験参加者　３５名
駒沢オリンピック公園総合運動場会議室 参加者　２０名　検定試験参加者　１５名

福生市、新島村など 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　１２ 回　

中央区、東大和市、武蔵村山市 中央区地域スポーツクラブ準備会　１３回

東大和市地域スポーツクラブ設立準備委員会　１１回

武蔵村山市総合型地域スポーツクラブ設立準備委員会　９回

岸記念体育会館会議室 第１回ＳＣ東京ネットワーク情報交換会　参加者　２１ 名

（１） ＳＣ全国ネットワーク活動報告及び今後の事業展開（ＳＣ東京ネットワーク世話役　桑田健秀）

（２） ＳＣ東京ネットワーク世話役の選任について

（３） 情報交換

国立オリンピック記念青少年総合センター日本体育協会総合型地域スポーツクラブ全国協議会主催事業

参加者　２６名

会　　　　　場 本　　年　　度　　内　　容　　説　　明

ホームページを活用し、広報活動の充実につとめるとともに、本協会の会報を

年１回発行した。


