
～事前申込プログラムの締切は 9 月 10 日（水）です！～ 

平 成 ２ ６ 年 8 月 ２ ６ 日 

オリンピック・パラリンピック準備局 

(公財)東京都スポーツ文化事業団  

 

    
 

 

 

 

 

平成 26 年 7 月 23 日にお知らせしました「スポーツ博覧会・東京 201４」について、追

加アスリートと追加プログラムが決定しましたので、お知らせします。 
 
「スポーツ博覧会・東京 2014」とは、気軽にスポーツを体験し、スポーツに興味と関心を持っていただ

くため、東京都と公益財団法人東京都スポーツ文化事業団が主催する参加体験型のスポーツイベントです。 
 

昨年度は駒沢オリンピック公園で 2日間に約 124,500人の方が来場しました。本年度は、1964年東京オ

リンピック・パラリンピックの開催 50周年を記念し、2日間 2会場で同時開始します。駒沢オリンピック

公園 120,000人、国営昭和記念公園 30,000人の計 150,000人の来場者を見込んでいます。 

  

都 庁 記 者 ク ラ ブ 

体協･ＪＯＣ記者クラブ 
同時発表 

【 問 合 せ 先 】 オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部事業推進課 柏原・今野 

         電話０３－５３２０－７７２６（直通） ３８－２３０（都庁内線） 
 

【広報事務局】  スポーツ博覧会・東京２０１４広報事務局（電通 PR内） 木村  

電話０３－５５６５－２７６３ 

【追加【追加【追加【追加アスリートアスリートアスリートアスリート・ゲスト・ゲスト・ゲスト・ゲスト】】】】    

◆村田諒太さん：ロンドンオリンピック ボクシングミドル級 金メダリスト 

※日本人選手によるボクシング金メダル獲得は、1964 年東京オリンピックの桜井孝雄氏以来 48 年ぶり！ 

◆宮本恒靖さん：サッカー元日本代表、シドニーオリンピック出場 

◆三浦淳宏さん：サッカー元日本代表、シドニーオリンピック出場 

 

 

【追加プログラム一覧】【追加プログラム一覧】【追加プログラム一覧】【追加プログラム一覧】    

◆オープニング セレモニー 

◆グランド フィナーレ 

◆吉田沙保里レスリング教室 

◆その他（駒沢オリンピック公園） 

シャークスライダー、 

アーチェリーチャレンジ、ミニパターゴルフ、バッティングチャレンジ、PK チャレンジ 

★事前申込プログラムの締切は★事前申込プログラムの締切は★事前申込プログラムの締切は★事前申込プログラムの締切は 9999 月月月月 10101010 日（水）日（水）日（水）日（水）です！お申し込みはお早目です！お申し込みはお早目です！お申し込みはお早目です！お申し込みはお早目に！に！に！に！    

＜＜＜＜ホームページホームページホームページホームページ＞＞＞＞    http://www.sportshttp://www.sportshttp://www.sportshttp://www.sports----expo.jp/expo.jp/expo.jp/expo.jp/    

＜＜＜＜申込等連絡先申込等連絡先申込等連絡先申込等連絡先＞＞＞＞    スポーツスポーツスポーツスポーツ博覧会博覧会博覧会博覧会・・・・東京東京東京東京２０１４２０１４２０１４２０１４事務局事務局事務局事務局    電話電話電話電話０３０３０３０３----３４５１３４５１３４５１３４５１----０９５００９５００９５００９５０ 

三浦淳宏さん 宮本恒靖さん 村田諒太さん 



 

 

■日時 ：  平成 26 年 10 月 11 日（土）12：00～12：30（予定） 

■場所  ：  駒沢オリンピック公園 中央広場特設ステージ 

■ゲスト ：  吉田沙保里さん、重量挙げ三宅ファミリー（義信さん、義行さん、宏実さん）、 

釜本邦茂さん、根木慎志さん、宮本恒靖宮本恒靖宮本恒靖宮本恒靖さん（追加）、三浦淳三浦淳三浦淳三浦淳宏宏宏宏さん（追加）、 

ペナルティ ヒデ、他 

■テーマ ：  「つながる 1964 年！ スポーツの祭典が今、始まる！」 

■内容  ：  1. 和太鼓『は・や・と』ライブ 

（予定）    2. 主催者挨拶 

         3. ゲストトーク 

「1964 年東京オリンピック・パラリンピック」 

    4. 開会宣言 

 

 

 

 

 

 

 

■日時 ：  平成 26 年 10 月 12 日（日）17：30～18：30（予定） 

■場所  ：  国営昭和記念公園 ゆめひろば特設ステージ 

■ゲスト ：  村田諒太村田諒太村田諒太村田諒太さん（追加）、重量挙げ三宅ファミリー（義信さん、義行さん、宏実さん）、 

根木慎志さん、ペナルティ ヒデ、他 

■テーマ ：  「時空を超えて、光りつながるスポーツの力！」 

■内容  ：  1. オープニング「音と光のスペクタクルページェント」 

（予定）    2. ゲストトーク 

「1964 年、2014 年、そして 2020 年」 

         3. 光を使ったエンターテインメントパフォーマンス 

    4. 光り絵ライブペインティングなどのグランドフィナーレ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープニングオープニングオープニングオープニング    セレモニーセレモニーセレモニーセレモニー        

 

グランドグランドグランドグランド    フィナーレフィナーレフィナーレフィナーレ        

 

「は・や・と」ライブイメージ 

「光り絵ライブペインティング」イメージ 



 

■日時 ：  平成 26 年 10 月 11 日（土）13：00～14：00 

■場所  ：  駒沢オリンピック公園 体育館 

■講師 ：  吉田沙保里さん、栄和人さん（全日本女子レスリングヘッドコーチ） 

■対象  ：  小学生～中学生 

■定員  ：  事前申込 30 人（当日受付１０人） 

■申込  ：  平成 26 年 9 月 10 日（水）までに、スポ博ホームページから申し込み 

（スポ博ホームページ http://www.sports-expo.jp/） 

■内容  ：  オリンピック３連覇中の吉田沙保里選手と栄監督 

による特別レスリング教室！ 

       組手・タックル・投げ技・寝技等の実践的な技の 

披露と実践練習などを実施！ 

       代表者は、吉田選手と実際に組手を行えます！ 

 

 

 

■日時 ：  平成 26 年 10 月 11 日（土）11：00～17：00 

       平成 26 年 10 月 12 日（日）10：00～17：00 

■場所  ：  駒沢オリンピック公園 中央広場 

■内容  ：  ①シャークスライダー 

②アーチェリーチャレンジ 

③ミニパターゴルフ 

④バッティングチャレンジ 

⑤PK チャレンジ 

 

 

 

 

 

 

 

 

★各プログラムの終了後、各ゲストの囲み取材・個別取材の調整が可能です。御希望の報道関係者は広

報事務局まで御連絡ください。 

吉田沙保里レスリング教室吉田沙保里レスリング教室吉田沙保里レスリング教室吉田沙保里レスリング教室        

 

その他の追加プログラム（駒沢オリンピック公園）その他の追加プログラム（駒沢オリンピック公園）その他の追加プログラム（駒沢オリンピック公園）その他の追加プログラム（駒沢オリンピック公園）        

 

シャークスライダー 

PKチャレンジ 

アーチェリーチャレンジ 

レスリング教室イメージ 

【1964年東京オリンピック・パラリンピック 50周年記念事業について】 

50周年記念事業は、2014年が 1964年東京オリンピック・パラリンピックの開催から 50年を迎えることから、

すべての人々とスポーツの持つ価値を共有し、スポーツに親しむ機会を提供するとともに、2020年東京大会をどの

ような大会にしたいのかを考えるきっかけとするために、東京都が（公財）日本オリンピック委員会、（公財）日本

障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会、（一財）東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

と共同で実施する事業です。この節目の年に 2020 年東京大会に向けた気運を醸成し、1964 年東京大会の開催 50

周年に合わせ、庁内各局及び都内区市町村で実施されるさまざまな事業と連携した企画を展開していきます。  

【問合せ先】 

 オリンピック・パラリンピック準備局総合調整部調整課 佐々木・森 電話 03-5320-7767（直通）38-760（内線） 



平 成 ２ ６ 年 ７ 月 ２ ３ 日 

オリンピック・パラリンピック準備局 

(公財)東京都スポーツ文化事業団  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都及び公益財団法人東京都スポーツ文化事業団は、都民の皆さんが気軽にスポーツを体験し、スポーツに

興味と関心を持っていただくため、参加体験型のスポーツイベント「スポーツ博覧会・東京201４」を開催しま

す。1964年の東京オリンピック・パラリンピックから50年目となる今年は、新たに多摩地域にも会場を設け、

“つなぐ”特別企画を実施するなど、例年以上に盛りだくさんの内容です。皆さまの御来場をお待ちしています！ 

    

１１１１    主主主主        催催催催   東京都、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 

２２２２    共共共共        催催催催            公益財団法人日本オリンピック委員会、公益財団法人日本障がい者スポーツ協会 日本パラリンピック委員会     

２２２２    日日日日        時時時時   平成26年10月11日（土）・12日（日） 

３３３３    場場場場        所所所所   駒沢オリンピック公園（世田谷区）・国営昭和記念公園（立川市） 

４４４４    内内内内        容容容容                    

事前申込プログラム事前申込プログラム事前申込プログラム事前申込プログラム：釜本邦茂サッカー教室 など 

当日参加プログラム当日参加プログラム当日参加プログラム当日参加プログラム：スポーツクライミング体験 など 

ステージプログラムステージプログラムステージプログラムステージプログラム：オリンピアン・パラリンピアントークショー 

妖怪ウォッチキャラクターショー 

よしもとお笑い芸人ステージ など 

★ 多彩なプログラムを多数御用意しています。参加費は無料（“つなぐ”ウオークのみ参加料1,000円）です。 

★ 詳細は別紙、添付のチラシ、公式ホームページを御参照ください。 

５５５５    スペシャル・ゲストスペシャル・ゲストスペシャル・ゲストスペシャル・ゲスト     

 ＜アスリート＞ 

 

 

 

 

 

 

  
＜お笑い芸人＞ 

  ペナルティ ヒデ、 2700 ほか   

６６６６    事前申込プログラム申込期間事前申込プログラム申込期間事前申込プログラム申込期間事前申込プログラム申込期間    

    平成26年7月23日（水）～9月10日（水）    

７７７７    プログラムプログラムプログラムプログラムのののの申込方法等詳細申込方法等詳細申込方法等詳細申込方法等詳細  

＜ホームページ＞ http://www.sports-expo.jp/ 

＜申込等連絡先＞ スポーツ博覧会・東京２０１４事務局 電話０３-３４５１-０９５０    

    

    
【問合せ先】 オリンピック・パラリンピック準備局スポーツ推進部事業推進課 柏原・今野 

            電話０３－５３２０－７７２６（直通） ３８－２３０（都庁内線） 

  
吉田沙保里 

レスリング金メダリスト 

  

ペナルティ ヒデ ２７００ 

スポーツクライミング（イメージ） 

三宅義行 
重量挙げ銅メダリスト 

三宅宏実 
重量挙げ銀メダリスト 

三宅義信 
重量挙げ金メダリスト 
Photo by AFLO SPORT 

釜本邦茂 
サッカー銅メダリスト 

根木慎志 
車いすバスケットボール 

元日本代表チームキャプテン 

 

２日間２会場２日間２会場２日間２会場２日間２会場    同時開催！同時開催！同時開催！同時開催！    

【【【【ごごごご参考参考参考参考】】】】7777月月月月 23232323日日日日    配布資料配布資料配布資料配布資料    



    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

【【【【駒沢オリンピック公園駒沢オリンピック公園駒沢オリンピック公園駒沢オリンピック公園】】】】    

◆釜本邦茂サッカー教室釜本邦茂サッカー教室釜本邦茂サッカー教室釜本邦茂サッカー教室（11日）釜本邦茂 ほか 

 対象：小学生、200名 

◆ソフトボール教室ソフトボール教室ソフトボール教室ソフトボール教室（11日）佐藤理恵、増淵まり子 

 対象：中学生・高校生、130名 

◆働き盛りの運動会働き盛りの運動会働き盛りの運動会働き盛りの運動会（12日） 

 対象：企業等で働いている20歳以上の方、170名 

◆野球クリニック野球クリニック野球クリニック野球クリニック（12日、2回実施）吉井理人、小早川毅彦、飯田哲也 

 対象：小学生、各回120名 

◆ウオーキングマラソン教室ウオーキングマラソン教室ウオーキングマラソン教室ウオーキングマラソン教室（12日）神屋伸行 

 対象：①ウオーキング、②ファミリー向け、③経験者向け、各35名 

◆トップアスリートが教えるかけっこ教室トップアスリートが教えるかけっこ教室トップアスリートが教えるかけっこ教室トップアスリートが教えるかけっこ教室（11日、2回、12日、3回）秋本真吾 

 対象：11日小学校高学年、12日小学校低学年、各回30名 

◆ツリークライミングツリークライミングツリークライミングツリークライミング    （11・12 日、両日 4 回実施） 

 対象：小学生、各回 14 名 

【【【【国営昭和記念公園国営昭和記念公園国営昭和記念公園国営昭和記念公園】】】】    

◆かけっこ教室かけっこ教室かけっこ教室かけっこ教室（12日、3回実施）菅野優太、羽根裕之 

 対象：小学生、各回40名 

◆サッカークリニックサッカークリニックサッカークリニックサッカークリニック（11・12日、両日2回実施）東京ヴェルディスクールコーチ陣 

 対象：小学校１年～3年生、各回20名 

◆親子でパークヨガ親子でパークヨガ親子でパークヨガ親子でパークヨガ（11・12日、両日2回実施）ミナクシみよこ 

 対象：親子、各回40名 

 

【【【【””””つなぐ“特別企画】つなぐ“特別企画】つなぐ“特別企画】つなぐ“特別企画】    

 
““““つなぐ“ウオークつなぐ“ウオークつなぐ“ウオークつなぐ“ウオーク    

    
２会場間を２会場間を２会場間を２会場間を“つなぐ”“つなぐ”“つなぐ”“つなぐ”約約約約 32323232 ㎞の㎞の㎞の㎞のウオーキング！ウオーキング！ウオーキング！ウオーキング！    

    

日 程：10 月 12 日（日）9 時 30 分駒沢会場スタート  

参加費：1,000 円 

対 象：中学生以上の健脚な方、先着 1,000 名 

申 込：７月 23 日からスポーツエントリーの HP か電

話でお申し込みください（締切 9 月 12 日（金）） 

HP  http://www.sportsentry.ne.jp/ 

電話 0570-550-846 

＜つなぐウオークに関する問合せ＞ 

（一社）日本ウオーキング協会内つなぐウオーク事務局 

電話 03-5256-7855 

メモリアル・プレイス探訪メモリアル・プレイス探訪メモリアル・プレイス探訪メモリアル・プレイス探訪    
    

都内オリンピックゆかりの場所都内オリンピックゆかりの場所都内オリンピックゆかりの場所都内オリンピックゆかりの場所の写真をの写真をの写真をの写真を大募集！大募集！大募集！大募集！    

    

◆Twitter 

 「#メモプレ写真」を付けて写真を UP！ 

 抽選で、10 名様に豪華賞品プレゼント！ 

 ※抽選対象期間：7 月 23 日（水）～9 月 15 日（月） 

 

◆来場 

 スポーツ博覧会・東京 2014 の２つの会場

へ写真を持参！ 

 先着 1,000 名様に特別記念品プレゼント！ 

事前申込プログラム 

釜本邦茂 吉井理人 

小早川毅彦 飯田哲也 

秋本真吾 

佐藤理恵 増淵まり子 

菅野優太 

羽根裕之 

別 紙 

○R  

神屋伸行 


