
 

報道関係各位            2019/3/21 

FISE HIROSHIMA 2019 Countdown Event 開催 

世界最高峰の都市型スポーツ「FISE HIROSHIMA 2019」出場選手登場！意気込みを語る！！ 

2019 年 3 月 21 日（木・祝） 11：00～16：30 渋谷キャストにて開催 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

一般社団法人 日本アーバンスポーツ支援協議会（Japan Urban Sports Support Committee 以下、JUSC）は、 

一カ月後に開催が迫る世界最高峰の都市型スポーツ（アーバンスポーツ）の世界大会「FISE WORLD SERIES 

HIROSHIMA 2019」の一部出場選手が決定し、本日、渋谷キャストにて発表いたしました。 
 

出場選手発表の前に JUSC 渡辺守成会長が挨拶をし、 

「1 年前は誰も知らなかったアーバンスポーツの世界大会を 

広島で初めて開催して、大きな盛り上がりを作ることができ

た。今後の目標はＦＩＳＥフランス大会の来場者数である 60

万人規模を集める大会にしていきたい。最終的には、渋谷

のスクランブル交差点で FISE WORLD SERIES を開催したい。

SHIBUYA109 の壁をボルダリングの選手が登っていく、こう

いったことができるように、これからもアーバンスポーツを盛

り上げていきたい。」と挨拶しました。 

 

出場選手発表では、BMX パーク大池水杜選手、BMX フラット片桐光紗季選手、スケートボード池田大亮選手、

パルクール ZEN 選手、ボルダリング杉村紗恵子選手、アグレッシブインライン安床武士選手、ブレイクダンス 

Shigekix 選手の 7 名が登場し、会場は盛り上がりを見せました。 

各競技の日本を代表するアーバンスポーツ選手同士が質問をしあうトークセッションでは、スケートボード池

田大亮選手の「ボルダリングの見所はどこですか？」という質問に対して、ボルダリング杉村紗恵子選手は「同じ

コースでも壁の登り方・攻略法はそれぞれの選手によって違う。それぞれの選手がどのコースで登るのかをみて

もらいたい」と答えました。 



 

アグレッシブインライン安床武士選手からの質問で「大会

前のジンクスはありますか？」に対して、BMX パーク大池

水杜選手は「好きなおにぎりや牛丼を食べにいくこと。海外

であれば、決まったアクセサリーを絶対に身に着ける。お

守りのように持っている。」と活躍の秘訣を話してくれました。

普段聞くことができない競技の枠を超えた内容に、選手同

士も笑顔で話していました。 

 

 

その他にも「BMXフリースタイル パーク」大池水杜選手、「BMXフリースタイル フラットランド」片桐光紗季選手、

そして「ブレイクダンス」Shigekix 選手がステージ上でパフォーマンスを披露し、間近でトップアスリートの技を見た

観客からはたくさんの拍手と驚きの声が上がっていました。 

 

 最後に、それぞれの選手が大会への意気込みを語

り、昨年同大会優勝をしているスケートボード池田大

亮選手は「今年も優勝して、2 連覇をしたい」と力強く

語りました。アジア人史上初の全米・北米チャンピオ

ンになったパルクール ZEN 選手は「自国開催という

事、日本人が表彰台に乗っている姿をみせたい。」と

昨年大会のリベンジを誓いました。数々の世界大会

での優勝経験のあるアグレッシブインライン安床武士

選手は「昨年大会は競技見てくれている方が日本人

選手を全力で応援してくれた。今年はその方達に喜

んでもらえるパフォーマンスを披露したい。」と FISE HIROSHIMA 2019 への思いを語りました。2018 年ブエノスア

イレスユースオリンピックで銅メダルを獲得したブレイクダンス Shigekix 選手は「昨年は国内大会だったが、今年

は外国人選手を招待し、国際大会となりレベルが上がる。そのなかで優勝したい。」と意気込みを語りました。 

 
 

また、アーバンスポーツの楽しさを体験してもらうた

め『FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2019』の競技で

もあり、身体一つで障害物を乗り越えて目的地へ移動

する競技「パルクール」の体験会が行われました。会場

は途中から青空となり、東京の都心部で、小学生など

がアーバンスポーツを楽しみました。 
 
 

 
 
 
 

 
 

【報道関係者からの問合せ先】 
本件広報事務局：小泉/新田/大竹（フルハウス内） 
TEL/03-5413-0293  E-MAIL/t.koizumi@fullhouse.jp 

連絡先： 080-4809-5128（小泉） 
 



 

3/21 選手登壇者  プロフィール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FISE 大会に関する素材は、「FISE HIROSHIMA 2019」を紹介していただく報道目的としてのみご利用可能です。  

コピーライト ©FISE HIROSHIMA 2018 

■写真素材 fise.fr/en/press-area 

■映像素材 https://34.gigafile.nu/0327-k6dd0543f14758ba115e582ee6ccabea8 

        ⇒ダウンロードパスワード 0321   ※使用分数規定：３分以内 

 

 

片桐 光紗季 （カタギリ ミサリ） 

競技： BMX フリースタイル フラットランド 

出身地： 愛知県 

大池 水杜（オオイケ ミナト） 

競技： BMX フリースタイル パーク 

生年月日： 1996 年 12 月 2 日 

出身地： 静岡県 

池田 大亮 （イケダ ダイスケ） 

競技： スケートボード ストリート  

生年月日： 2000 年 8 月 4 日 

出身地： 東京都 

ZEN （ゼン） 

競技： パルクール 

生年月日： 1993 年 5 月 13 日 

出身地： 東京都 

杉村 紗恵子 （スギムラ サエコ） 

競技： ボルダリング  

生年月日： 1993 年 3 月 31 日 

出身地： 和歌山県 

安床 武士（ヤストコ タケシ） 

競技： アグレッシブインライン 

生年月日： 1986 年 6 月 25 日 

出身地： 兵庫県 

Shigekix（シゲキックス） 

競技： ブレイクダンス 

生年月日： 2002 年 3 月 11 日 

出身地： 大阪府 



 

 

【FISE(フィセ)とは】                                                           

FISE（フィセ）は「エクストリーム・スポーツ国際フェスティバル」を意味するフランス語の Festival International du Sport 

Extreme を略した名称です。 

BMX、スケートボード、ボルダリング、3x3 バスケットボール、パルクール、ブレイクダンス、マウンテン・バイク、水上ス

ノーボード、インライン・スケートなど、25 種目を超えるアーバンスポーツが一同に揃い、アマチュアやプロフェッショナ

ルの男女アスリートが速さや高さなどを競い合う、国際的な都市型スポーツのフェスティバルです。 

２1 年前にフランス南部モンペリエで、エクストリーム・スポーツに情熱を持つ学生であった創立者・エルベー・アンドレ-

ブノワ（Hervé André-Benoit）によって始められました。 

年月を経て、国際的にも高い評価を得て、現在、世界最高峰のアクション・スポーツ大会として、確立されています。 

一般や若者や女性たちがアーバンスポーツに親しめるよき機会であり、友人と家族とともに素晴らしい時間が過ごせ

るフェスティバルです。 

2018 年 4 月に初開催された『FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2018』は初日が雨天中止にも関わらず 8 万 6 千人

が来場し、大きな盛り上がりをみせました。 

 

【FISE HIROSHIMA 2019 『プレミアムゾーンチケット（有料）』について】                                       

FISE HIROSHIMA 2019 の競技を間近で体感できる『プレミアムゾーンチケット（有料）』を好評発売中です。 

一般無料エリアとなるスタンディング観戦とは違う、大迫力の特別な体験を『プレミアムゾーン』で是非ご体感ください。 

 

『プレミアムゾーンチケット（有料）』概要 

前売り：5,000 円（FISE 公式グッズ付き） ※規定枚数に達し次第受付終了 

当日 ：5,500 円 

※3 歳以上は有料になります 

※ 開 場 時 間 や 競 技 ス ケ ジ ュ ー ル が 変 更 に な る 場 合 あ り ま す の で 、 ご 来 場 前 に 必 ず 大 会 公 式 サ イ ト

（https://www.fisehiroshima.jp/）をご確認ください。 

※FISE 公式グッズは当日会場の入場口（プレミアムゾーン）でお引渡しいたします。 

※入場には FISE HIROSHIMA 公式アプリ（アーバンスポーツ）での事前登録が必要になります。 

※本競技大会は、雨天時一時中断・中止の場合も御座います。尚、7 競技のうち 5 競技で大会が成立しなかった場合、

払い戻しの対象となります。（各競技ともに全選手が 1 回以上試技を行えば大会として成立） 

 

【チケットお求め先】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[チケットぴあ] 

P コード： ８４１－９２４  

・web 受付> http://w.pia.jp/t/fise-hiroshima/  

・店頭販売> セブン-イレブン「マルチコピー機」／ぴあのお店  

・電話受付> 0570-02-9999(要 P コード) 

 [ローソンチケット] 

L コード：６２５２０ 

・web 受付> http://l-tike.com/  

・店頭販売> ローソン／ミニストップ「Loppi」 

・電話受付>> 0570-084-006(要 L コード) 

[e+ (イープラス) ]  

・web 受付>  http://eplus.jp/ [PC/携帯]  

・店頭販売> FamilyMart「Fami ポート」 ※上記プレイガイドは、購入時にチケット代以外の手数料が別途

必要となります。 また購入方法によりその金額も異なります。 



 

 

【 FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2019 概要】                                                        

■大会名称 ：FISE WORLD SERIES HIROSHIMA 2019 

  (※略称 FISE HIROSHIMA 2019） 

■開催日時 ：2019 年 4 月 19 日(金)、20 日(土)、21 日(日) 3 日間 

■開催場所 ：旧広島市民球場跡地、NTT クレドホール 

■開催種目 ：7 種目 

  ①BMX フリースタイル パーク、②BMX フリースタイル フラットランド 

  ③スケートボード ストリート、④パルクール、 

⑤ボルダリング、⑥アグレッシブインライン、⑦ブレイクダンス 

■各競技大会名  ：７大会 

①UCI BMX Freestyle Park World Cup 

②UCI BMX Freestyle Flatland World Cup 

③FISE World Series Skateboard Street 

④FIG Parkour World Cup 

⑤IFSC Bouldering International Series 

⑥World Skate Roller Freestyle World Cup 

⑦WDSF World Open Series – Breaking 

■エキシビション ：e スポーツ、スポーツけん玉、バトントワーリング 

■主催 ：一般社団法人日本アーバンスポーツ支援協議会 

一般社団法人アーバンスポーツ大会組織委員会 

■共催  ：日本体操協会、日本自転車競技連盟、全日本フリースタイル BMX 連盟、 

日本山岳・スポーツクライミング協会、日本ローラースポーツ連盟、 

日本スケートボード協会、日本ダンススポーツ連盟  

■後援 ：スポーツ庁、日本スポーツ振興センター、日本スポーツ協会、 

日本オリンピック委員会、おもてなし ICT 協議会、 

オリンピック・パラリンピック等経済界協議会、在日フランス大使館 

■特別協力 ：東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

■協力 ：日本 e スポーツ連合、グローバルけん玉ネットワーク、日本バトン協会 

■協力自治体 ：広島県、広島市 

■運営主管 ：Hurricane（仏）  

■制作・運営協力 ：ADK マーケティング・ソリューションズ 

■動員目標数 ：10 万人 

※大会オフィシャルサイト URL：https://www.fisehiroshima.jp/ 

 
 
 
 
 
 

【報道関係者からの問合せ先】 
本件広報事務局：小泉/新田/大竹（フルハウス内） 
TEL/03-5413-0293  E-MAIL/t.koizumi@fullhouse.jp 

連絡先：080-4809-5128（小泉） 
 

https://www.fisehiroshima.jp/

