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明治神宮外苑

TIME TABLEタイムテーブル

STAGE EVENTステージイベント

［主催］
青山スポーツフェス2017実行委員会
（朝日新聞社／大日本印刷／特定非営利活動法人アップタウン青山コンシェルジェ）

［お問い合わせ］
青山スポーツフェス2017実行委員会事務局
03-5775-3654（10:00～17:30）　info@aoyama-sportsfest.jp

［協力］
日本航空／明治／公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
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12:45～13:15TALK
藤尾香織・小野真由美
（女子ホッケー）

関根明子（女子トライアスロン）

松田丈志（競泳）

早川賢一（男子バドミントン）

その他競技ブース

以上の競技は随時受け付け
を行っています。
詳しくは各競技ブースにてお
問い合わせください。

パラリンピアンの別所キミヱさんが
来場。車いすを使った卓球体験が
できます。

■BMXフリースタイル

■スポーツクライミング

■トランポリン

■ゴルフ

■卓球
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29日

上原大祐（パラアイスホッケー）

12:15～12:45TALK
畠山愛理（新体操）

11:15～11:45TALK
山本隆弘（男子バレーボール）

多川知希（パラ陸上競技）

16:45～17:00CLOSING
東京五輪音頭-2020-

■野球

その他競技ブース

以上の競技は随時受け付け
を行っています。
詳しくは各競技ブースにてお
問い合わせください。

■BMXフリースタイル

■スポーツクライミング

■トランポリン

■ゴルフ

■卓球

■バスケットボール（3×3）

■フェンシング

■野球

トップアスリートによるトークイベント

みんなで踊ろう！
28土 11:00～ / 29日 16:45～

2017年10月28日 土 ,29日 日
11:00   17:00

明治神宮外苑  総合球技場（外苑いちょう並木噴水池周辺）
雨天決行・荒天中止

指導／日本民謡 石川流　石川美良とみなと輪の会

11:30～12:15

13:30～14:15

15:30～16:15

11:00～11:45

13:00～13:45

15:00～15:45体験時間

体験時間

競泳
ロンドン2012オリンピック
200mバタフライ銅メダル
400mメドレーリレー銀メダル
リオ2016オリンピック

800mフリーリレー銅メダル 他

新体操
ロンドン2012オリンピック
リオ2016オリンピック

日本代表

パラアイスホッケー
トリノ2006パラリンピック

バンクーバー2010パラリンピック
日本代表

パラ陸上競技
リオ2016パラリンピック
男子4×100mリレー銅メダル

男子バレーボール
北京2008オリンピック 日本代表

男子バドミントン
リオ2016オリンピック日本代表

女子トライアスロン
シドニー2000オリンピック
アテネ2004オリンピック

日本代表

（藤尾）女子ホッケー
アテネ2004オリンピック 日本代表

（小野）女子ホッケー
北京2008オリンピック 日本代表

2016＆2020の
オリンピック招致経験者

エグゼクティブ・プロデューサー

松田丈志

28土
14:45～

畠山愛理

29日
12:15～

上原大祐

29日
14:00～

多川知希

29日
15:30～

山本隆弘

29日
11:15～

早川賢一

28土
15:45～

関根明子

28土
13:45～

藤尾香織・小野真由美

28土
12:45～

相原正道

ファシリテーター

ゲスト 藤尾香織
　　小野真由美

ゲスト 関根明子

ゲスト 多川知希

ゲスト 松田丈志 ゲスト 畠山愛理

ゲスト 別所キミヱ
卓球／パラリンピアン

©Tokyo 2020

入場無料！

※デフサッカーはパラリンピック
　競技ではありません。

※デフサッカーはパラリンピック
　競技ではありません。

※デフサッカーはパラリンピック
　競技ではありません。

15:00～16:30



〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町２

東京メトロ銀座線「外苑前」駅 3番出口より 徒歩約10分
東京メトロ銀座線・半蔵門線・都営大江戸線「青山一丁目」駅 1番出口より 徒歩約8分
JR総武線「信濃町」駅より 徒歩約8分
JR総武線「千駄ヶ谷」駅より 徒歩約15分
都営大江戸線「国立競技場」駅 A2出口より 徒歩約12分

明治神宮野球場 18入口付近より徒歩約2分
秩父宮ラグビー場 東門より徒歩約4分

20インチ径ホイールの競技用自転車BMX
（バイシクルモトクロスの略）による「フリー
スタイル」競技の圧巻ジャンプデモンスト
レーションと、BMX体験ワークショップを開
催します。

［対象］年齢制限なし　　［受付］随時

1

クライミングウォールで、子どもから大人ま
で、初心者でも楽しめるクライミングを体験し
ていただきます。

［対象］年齢制限なし　　［受付］随時

2 トランポリン

子どもから大人まで楽しく体験していただけ
ます。指導するトランポリンの選手たちが、途
中でお手本を披露することもありますので、
お楽しみに。

［対象］年齢制限なし　　［受付］随時

3 ゴルフ

ゴルフスイングを撮影し、科学的な分析から
導かれた「標準動作」との比較で効率的なス
イングを指導します。お子様には、スナッグゴ
ルフコーナーで初めてのゴルフを体験してい
ただきます。

［対象］年齢制限なし　　［受付］随時

5野球

正しいボールの持ち方から、キャッチボール、
バッティングフォームなど、野球の基礎を指
導します。

［対象］小・中学生　　［受付］1回30名まで

4 卓球

ラケットの握り方からラリーまで正しい卓球
の基礎を指導します。子供から大人まで、ゲー
ムを交えて初心者でも楽しめる卓球を体験し
ていただきます。

［対象］年齢制限なし　　［受付］随時

6

トライアスロン

トライアスロン青山スポーツフェス校が開校
します。ゲーム感覚でオンラインサイクリング
が楽しめるツールを活用したバイクレッスン
や、ランニングフォームを指導します。

［対象］小学生以上　　［受付］1回30名まで

10

世界中で大人気の「3×3」（スリーバイス
リー）の魅力を、お子さまから大人まで、バス
ケットボールの基本を学びつつ楽しく体験し
ていただきます。
※試合は事前登録制となります。

［対象］小学生以上
［受付］体験／随時　 試合／事前申し込み

7

陸上競技

正しいスタートの構えからランニングフォー
ムまで、走り方の基本を楽しく指導します。

［対象］年齢制限なし　［受付］1回30名まで

9 ホッケー

子供用スティックを使い、はじめはスティック
に慣れてもらう体験からペアになってのパス
回し、最後はシュートまで、楽しくホッケーを
体験していただきます。

［対象］小・中学生　　［受付］1回30名まで

12フェンシング

フェンシングフォームの基礎から、実際に剣
を持って相手を突く体験をしていただきます。
その他、光る的を狙って突くゲームもお楽し
みいただけます。 

［対象］年齢制限なし　　［受付］随時

8 ラグビー

ラグビーボールの扱い方など、基礎となる動
作を楽しく体験していただきます。
※オリンピック競技は7人制ラグビーとなります。

［対象］小学生以上　　［受付］1回30名まで

13 14 デフサッカー

聴覚に障害のある方々がプレーするサッカー
です。手話やジェスチャーを交えながらのパ
ス回しや、ミニゲームを選手と一緒に体験し
ていただきます。
※デフサッカーはパラリンピック競技ではありません。

［対象］小学生以上　　［受付］1回30名まで

29日
のみ実施

28土
のみ実施
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SPORTS & MAP

競技紹介
&会場マップ

サポーター
ブース

室内球技場
フィールド

いちょう並木

千駄ヶ谷方面
聖徳記念絵画館

信濃町方面

インフォメーション

観戦・休憩ゾーン

●各競技に参加される方は、あらかじめスポーツをしやすい服装でご来場ください。
●会場レイアウトや競技種目、及びスケジュールは、予告なく変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●会場内での怪我や事故、貴重品や手荷物の紛失等に関しましては、一切の責任を負いかねます。
●天候等により、一時中断、または中止となる場合があります。
●未就学児の体験競技への参加は、保護者の同伴が必須となります。
●一部の体験競技には年齢制限がございます。詳しくは各競技説明をご覧ください。
●メディアやイベントスタッフ等が会場内の様子を撮影する場合があります。撮影した素材をテレビや新聞、雑誌、インター
ネットなどに掲載させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。

その他、不明な点がありましたら、「青山スポーツフェス2017実行委員会事務局」まで、お問い合わせください。
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明治神宮野球場

神宮第二球場

東京体育館 国立競技場駅

青山一丁目駅

聖徳記念絵画館

秩父宮ラグビー場

千駄ヶ谷駅

信濃町駅

入口

明治神宮外苑  総合球技場（外苑いちょう並木噴水池周辺）

青山スポーツフェス2017は、東京2020大会の
開催1000日前スポーツイベントです。
子供から大人まで、
様々なスポーツの体験やデモンストレーション、
アスリートによるトークショーをお楽しみいただけます。

NEW NEW NEW NEW

スポーツクライミング

NEW 東京2020大会新種目

109

11 12 13 14
（28土のみ） （29日のみ）

入口

5人制サッカー

視覚に障害のある方々がプレーするサッカー
です。「音」と「声」を頼りにプレーします。選手
のデモンストレーションと体験会を開催します。

［対象］小学生以上　　［受付］1回30名まで

11

バスケットボール（3×3）BMXフリースタイル

雨天時はこちらで
競技体験を行います。（ ）

お越しの方に、
景品をプレゼント！

※先着順




