
【御取材のお願い】 
スポーツの秋を楽しむ！アスリートとお笑い芸人が大集合！！ 

『スポーツ博覧会・東京2018』 
10月6日（土）・7日（日）駒沢オリンピック公園・国営昭和記念公園の2会場にて同時開催！ 

 10月6日（土）・7日（日）の2日間、駒沢オリンピック公園・国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーンの 
2会場にて、都内最大級のスポーツイベント「スポーツ博覧会・東京2018」を開催いたします。 多彩な 
アスリートゲストの登場で会場を盛り上げるほか、テレビでおなじみのお笑い芸人によるお笑いライブや、 
普段はなかなか体験することのできない競技や、東京2020大会に向けて注目が高まる競技など、体験 
プログラムも多数ご用意しております。つきましては、ご多忙の中恐れ入りますが、御取材賜りますよう 
お願い申し上げます。取材に関する詳細は、別添付の『御取材のご案内』を御確認ください。 

 

【日 時】平成30年10月6日（土）・7日（日）10：00～17：00 

【場 所】■駒沢会場：駒沢オリンピック公園（世田谷区駒沢公園1-1）    

               ■多摩会場：国営昭和記念公園 みどりの文化ゾーン（立川市緑町3173）   

【参加費】無料 

【主 催】東京都、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団、一般社団法人東京都レクリエーション協会 

【後 援】世田谷区、立川市、立川市教育委員会 

【共 催】国営昭和記念公園 

【公式ホームページ】http://www.sports-expo.jp/  

平 成 3 0 年 9 月 2 1 日 
東京都オリンピック・パラリンピック準備局 
（ 公 財 ） 東 京 都 ス ポ ー ツ 文 化 事 業 団 
（ 一 社 ） 東 京 都 レ ク リ エ ー シ ョ ン 協 会 

PRESS RELEASE 
報道関係各位 

【一般の方からのお問い合わせ先】 
＜スポーツ博覧会・東京2018事務局＞ 担当：松井 

電話：03－6261－6866  FAX：03－3239－3170 (10:00～17:00 ※土・日・祝日は除く) 

【報道関係の方からのお問い合わせ先】 
＜スポーツ博覧会・東京2018広報事務局＞（BMC内） 担当：西・平野 

      電話：03－3470－2573 FAX：03－3470－2557 MAIL：nishi@bmc1.co.jp   
        住所：東京都港区赤坂9-5-27 乃木坂ミツワビル2階 

おかずクラブ 

■お笑いライブ 

６日 

  ザ☆健康ボーイズ    ほか  

7日 

■アスリートゲスト 

 （サバンナ・八木＆なかやまきんに君） 

前園 真聖  
アトランタオリンピック 

サッカー日本代表 

まえぞの まさきよ 

６日 

元木 大介 
もとき だいすけ 

7日 

元プロ野球選手  

ながた ひろゆき 

7日 

永田 裕幸 
リオデジャネイロパラリンピック 
車いすバスケットボール日本代表 

全日本強化指定選手 

６日 注目のパラリンピック競技を 
日本代表選手と体験しよう！ 

・車いすレーサー体験 
・車いすバスケットボール体験 
・車いす卓球体験 

■大人が楽しむ運動会 

レギュラー   ほか ヒデ（ペナルティ） 

よしもと芸人が 
チームメイトに！ 
一緒に優勝を目指そう！ 

     廣道 純     ほか 
プロ車いすアスリート 

シドニーパラリンピック 
800m銀メダリスト 

ひろみち じゅん 

7日 
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★ 注目ポイント ★ 

■大人が楽しむ運動会 

レギュラー ほか   ヒデ（ペナルティ） 

スポーツの秋はやっぱり運動会！ 
よしもと芸人の皆さんが、 
チームメイトとして参加します! 
開催日：10/7（日） 
時 間：13:00～16:00   
場 所：駒沢オリンピック公園  
    第二球技場   

■今、話題の競技をアスリートが指導します！ 
日本の伝説的ストライカーに学ぶ！ 

釜本邦茂サッカー教室 
日本サッカー界のレジェンド釜本邦茂さんのサッカー教室を開催！ 
特別ゲストには、元サッカー日本代表の前園真聖さんを迎えます！ 
 

開催日：10/6（土）  
時 間：13:00～15:00 
場 所：駒沢オリンピック公園 第二球技場 
対 象：小学生  
ゲスト：釜本 邦茂、前園 真聖 

▲釜本 邦茂 ▲前園 真聖 

元日本代表選手が指導！ 

ラグビー教室 
元ラグビー日本代表の今泉清さんと 
話題のラグビーを体験しよう！ 

開催日：10/6（土）  
時 間：①11:45～12:45 ②15:00～16:00  
場 所：国営昭和記念公園 高松口臨時駐車場  
対 象：小中学生  
ゲスト：今泉 清 

▲今泉 清 

■注目のパラリンピック競技を体験！ 

東京2020パラリンピックで初めて正式競技に！ 

車いすバドミントン体験 
開催日：10/6（土）  
時 間：10:00～17:00 
場 所：駒沢オリンピック公園 屋内球技場  

リオパラリンピック日本代表の永田裕幸選手が登場！ 

車いすバスケットボール体験 
開催日：10/6（土）  
時 間：10:00～17:00  
場 所：駒沢オリンピック公園 屋内球技場  
ゲスト：永田 裕幸 ▲永田 裕幸 

開催日：10/6（土）、10/7（日）  
場 所：国営昭和記念公園 ゆめひろば  
時 間：10:00～17:00  
ゲスト：廣道 純 

プロ車いすアスリートの廣道選手が登場！ 

車いすレーサー体験 

▲廣道 純 

憧れの元プロに教わる！ 

小学生限定野球教室 
開催日：10/7（日） 
時 間：10:00～12:00  
場 所：駒沢オリンピック公園 軟式野球場  
対 象：小学生 
ゲスト：槙原 寛己、元木 大介 

TV番組で野球解説をするゲストを招いた、小学生限定の野球教室を開催！ 
憧れの元プロ選手から教わる夢の時間を提供します！ 

▲槙原 寛己 ▲元木 大介 

※出演時間は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

http://www.sports-expo.jp/guest/index.html#hiromichi


駒沢会場 
 

 

稲村 亜美   (タレント) 

出演ゲスト一覧 （50音順） 

６日 

秋本 真吾   (元陸上競技選手 元200ｍハードルアジア記録保持者) 
長尾 寛征   (北京オリンピック カヌー男子 スラロームカナディアンペア日本代表) 

６日 

市橋 有里    (シドニーオリンピック 女子マラソン日本代表） 
岡 紀彦     （北京パラリンピック 卓球日本代表） 

釜本 邦茂    (メキシコシティオリンピック サッカー銅メダリスト) 
齋田 悟司    (リオデジャネイロパラリンピック 車いすテニスダブルス銅メダリスト） 
里崎 智也    (元プロ野球選手) 
鈴木 尚広    (元プロ野球選手) 
二條 実穂    (リオデジャネイロパラリンピック 車いすテニスダブルス日本代表) 
廣瀬 栄理子 (北京オリンピックバドミントン シングルス ベスト16) 
前園 真聖    (アトランタオリンピック サッカー日本代表) 
松原 尚子    (アテネオリンピック ホッケー日本代表) 
四元 奈生美 (卓球選手/デザイナー) 
 
 

7日 

植木 隆人   (車いすバスケットボール 元全日本強化指定選手) 
加藤 季温   (全日本テニス選手権大会 ミックスダブルス優勝) 
永田 裕幸   (リオデジャネイロパラリンピック 車いすバスケットボール日本代表 全日本強化指定選手) 
原田 裕花   (アトランタオリンピック バスケットボール日本代表) 
槙原 寛己   (元プロ野球選手) 
元木 大介   (元プロ野球選手) 

【アスリートゲスト】 

【スペシャルゲスト】 

６日 

7日 

7日 

他 8.6秒バズーカ― 
    キャベツ確認中 

大人が楽しむ運動会【参加ゲスト】 

【お笑い芸人ゲスト】 

６日 

他 ジョイマン 
  デニス 
  ピスタチオ 

7日 

他 げんき～ず 
  スリムクラブ 

ヒデ（ペナルティ） レギュラー 

おかずクラブ   ザ☆健康ボーイズ 

大西ライオン 

※出演者／出演日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 
 （サバンナ・八木＆なかやまきんに君） 
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浪川 大輔   (声優 「ハイキュー!!」 及川徹 役)  
６日 

長崎 峻侑   (元トランポリン選手 2006年世界選手権 団体銀メダリスト) 
廣道 純      (プロ車いすアスリート シドニーパラリンピック 800ｍ銀メダリスト) 
 

６日 

今泉 清    (元ラグビー日本代表) 
杉本 美香   (ロンドンオリンピック 女子柔道78kg超級 銀メダリスト) 
 
 
 
 
 
 

7日 

西村 拳      (2016EAKF東アジア選手権 金メダリスト) 
本田 泰人   (元サッカー日本代表) 
 
 

【アスリートゲスト】 

【スペシャルゲスト】 

６日 

7日 

【お笑い芸人ゲスト】 

６日 

他 あすなろ 
  千葉チューセッツ 

7日 

他 サンフラワー 
  ぼっけもん 

（50音順） 

多摩会場 

Ｕ字工事 アルコ＆ピース 
※出演者／出演日は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

ウルトラマンR／Bショー 
 

■日時：10月6日（土） 
 ①11:40～12:10 
 ②15:30～16:00 
■参加費：無料 
■握手会開催  
※小学生以下対象 
※握手会はショーの 
 後に行います。 
 

多摩会場 

仮面ライダージオウショー 
 

■日時：10月6日（土） 
 ①11:40～12:10 
 ②15:30～16:00 
■参加費：無料 
■握手会開催  
※小学生以下対象 
※握手会はショーの 
 後に行います。 
 

駒沢会場 

浪川大輔 落合福嗣 

落合 福嗣   (声優 「グラゼニ」凡田夏之介 役) 
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実施プログラム一覧 
別紙2 

駒沢会場 多摩会場 

※プログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 



ステージスケジュール 
別紙3 

駒沢会場 

多摩会場 

※ステージプログラムは予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。 



「みんなでラジオ体操プロジェクト」及び東京都ブースに関するお知らせ 

別紙4 

駒沢会場 

 
東京2020マスコット が、 

公認プログラム「みんなでラジオ体操プロジェクト」 と 
東京都ブース に 登場！ 

＜登場予定＞  
中央広場 特設ステージ  

「ラジオ体操」  

11:00頃～ 

  

中央広場 東京都ブース 

「グリーティング」 

①14:00～ ②16:00～ 

６日 

※出演時間は予告なく変更になる場合がございます。 

予めご了承ください。 


