東京2020大会1周年記念

参加無料

8月13

イベント詳細は
こちらから

世田谷区立
場
（土）総合運動
日

アーティスティックスイミング
デモンストレーション＆教室

車いすバスケットボール
エキシビションマッチ＆体験会
会場：総合運動場体育館

会場：総合運動場温水プール

車いすバスケットボール日本代表 東京2020大会 銀メダリスト
鳥海 連志選手・古澤 拓也選手所属

①エキシビジョンマッチ
要事前申込
（先着順）

アーティスティックスイミング日本代表 2016リオ大会 銅メダリスト

①デモンストレーション 午前11時50分〜午後0時10分

午後1時30分〜午後2時30分

プール利用者の方はどなたでも観覧可能

対象：どなたでも 定員：600名

②教室

②体験会 午後2時40分〜午後4時10分
当日受付

午後0時20分〜午後1時20分

要事前申込（先着順）
対象：小学３年生〜中学３年生

対象：どなたでも 定員：100名

事前申込はこちらから

アーバンスポーツパフォーマンス
会場：噴水前広場
正午〜午後0時15分
午後2時35分〜
午後2時50分

定員：15名

事前申込はこちらから

体験コーナー
会場：噴水前広場 ほか
午前10時〜午後4時
当日整理券を配布します
室内履きをご持参ください

© CHIMERA Union

・VRフェンシング
・ストリートダンス
・フリースタイルバスケットボール
・ダブルダッチ
・BMX（雨天の場合中止）

主催：世田谷区、
（公財）世田谷スポーツ振興財団｜お問い合わせ：世田谷区スポーツ推進課

© CHIMERA Union

TEL：03-5432-2748

目の不自由な方のための
音声コードです

アスリートプロフィール
車いすバスケットボール

パラ神奈川SC

#2 持ち点2.5

鳥海 連志

2019日本選手権 第4位に輝いた神奈川県を拠点として
活動する車いすバスケットボールチーム。

2020東京パラリンピック
銀メダリスト
熱いハートとクールな頭脳を併せ
持つTHE・CRUSHER

2020東京大会 車いすバスケットボール 銀メダリスト
鳥海連志選手・古澤拓也選手所属クラブ。

#5 持ち点2.5

#6 持ち点1.5

#7 持ち点3.0

2017年U23世界選手権第4位
国内随一のスピードを誇る、信州
産ピュアシューター

始めて2年弱ながらトップチーム
に通用するスピードを持つ1番の
成長株
スピードを活かしたクロスプレー
で味方の得点を華麗に演出

2020東京パラリンピック
銀メダリスト
正確無比な3Pと神が宿る指先を
持つハンドリングモンスター

#13 持ち点1.0

#27

#34 持ち点4.0

2014年内閣総理大臣杯争奪
日本選手権BEST5選出
バスケIQ120超え。甘いマスクの
フロアバランス魔術師

2008年内閣総理大臣杯争奪
日本選手権BEST5選出
高い身体能力を活かしたドライ
ブが持ち味の切り込み隊長

丸山 弘毅

前田 柊

下村 浩之

古澤 拓也

持ち点4.0

高橋 直哉

西村 元樹

2015年全国ジュニア選抜
車いすバスケットボール大会
BEST5選出
高さを活かしたプレーを得意とする
ゴール下の番人兼ムードメーカー

アーティスティックスイミング

アーバンスポーツ（CHIMERA Union）

箱山 愛香

アーティスティックスイミング
元日本代表
リオデジャネイロオリンピック
デュエット 銅メダル
チーム
銅メダル

アーティスティックスイミング
元日本代表
リオデジャネイロオリンピック
チーム
銅メダル

BMX FLATLAND

FREESTYLE BASKETBALL

FREESTYLE BASKETBALL

2016・2017 世界大会KHOT日本
代表
2017 全国大会マルチ部門優勝
（日本一）
他多数入賞、
出演

I n t e rco l l e g i a t e Freestyle
Basketball Championship
2017／2018／2019優勝
（現在３
連覇中）
他多数入賞、
出演

世界大会 FLAT ARK EXPERT
CLASS 5位
全日本 BMX フラットランド選手
権 EXPERT CLASS 3位
他多数入賞、
出演

KAZ
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2014 世界大会 FISE FRANCE
決勝進出 12位
2021 全日本選手権 8位
他多数入賞、
出演

KENGO
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DANCE

DANCE

DANCE

2017 全日本中学校ダンス部選手
権 3位／朝日新聞コンクール 金賞
2019 全日本中学校ダンス部選手権
準優勝／朝日新聞コンクール 金賞
他多数入賞、
出演

2014 ももいろクローバーＺ
「もも
いろクリスマス」
2017 MINMI LIVE TOUR 全国
ツアー
他多数出演

2017 三代目J Soul Brothersツ
アーダンサー、振り付け
2019 渡辺直美show “Vogue Japan
20th Anniversary party”ダンサー
他多数出演

NAGI
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山本 悠

© CHIMERA Union

吉田 幸生

© CHIMERA Union

BMX FLATLAND

三井 梨紗子

MOONYMANG
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MIHOZONESS

© CHIMERA Union

参加申込方法
①車いすバスケットボールエキシビションマッチ観戦 ②アーティスティックスイミング教室に参加をご希望の方は
下記のいずれかの方法で参加申込ができます。

A インターネットからのお申込み
二次元バーコードか、
検索してHPへアクセスしてください。

B ファクシミリでのお申込み
以下の項目を明記の上、
お申込みください。
①申込みプログラム名 ②氏名(フリガナ) ③住所
④電話番号 ⑤生年月日 ⑥性別 ⑦学年

世田谷区スポーツ振興財団、SETAGAYA SPORTS フェスティバル

事前申込のイベントに関するお問い合わせ先（公財）
世田谷区スポーツ振興財団 TEL：03-3417-2811

体験コーナーご来場時のお願い
した上でご参加いただけます。
なお、
アーバンスポー
ツ体験コーナーは3密防止、熱中症対策のため、当
日整理券を配布します。
新型コロナウイルス感染症対策を講じたうえで開
催しますが、感染の状況により、
イベント内容を変更
または中止する場合がございます。詳しくは区の
ホームページをご確認ください。

アクセス

所
術研究
NHK技

ご来場の方は、健康確認書の記入、検温、消毒を

育
国立成 究
医療研
ー
タ
ン
セ

総合
運動場
体育館

FAX：03-3417-2813

清掃
工場
世田谷
美術館
区立
総合運動場

砧公園

区立総合運動場（世田谷区大蔵4-6-1）
バス

「区立総合運動場」下車（玉31、玉32）
徒歩1分
「成育医療研究センター前」下車（等12、
渋24、渋26）
徒歩5分
「NHK技術研究所」
下車（等12、
渋24、渋26） 徒歩7分

車

公園の有料駐車場をご利用ください。

詳しくはHPから

