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　9月28日（土）から10月14日（祝）まで開催される「スポーツ祭東京2013」は「第
68回国民体育大会」と「第13回全国障害者スポーツ大会」を一つの祭典として開
催するスポーツの大会です。東京都での国体は54年ぶり3回目、全国障害者スポー
ツ大会は初めての開催となります。
　町田市では市立総合体育館や市立陸上競技場、小野路球場で、サッカー、バレー
ボール、軟式野球、バドミントンの4競技を開催します。前夜祭で炬

きょか

火セレモニーやミ
ニコンサートなどの関連イベントが行われるほか、各会場で飲食店などの出店、来場者
へのプレゼント、お茶のおもてなしやライブなど、さまざまな催し物が実施されます。
　大会期間中、運営をお手伝いするのが市民ボランティア「まちだサポーターズ」の
皆さんです。老若男女問わず、幅広い世代が大会を盛り上げ、町田市を訪れる方々に、
「おもてなしの心」で、まちの魅力をアピールします。
　本紙では「スポーツ祭東京2013」の町田で開催される競技の見どころや期間中
のイベント情報を紹介します。

いよいよ開催！

市民参加で「　　　　　　　　　」を
盛り上げよう！

町田市では3会場で4競技を開催します
観戦は無料です。直接会場へおいで下さい。

バレーボール
9月29日㈰～10月2日㈬

バドミントン
10月4日㈮～7日㈪

サッカー
9月29日㈰・30日㈪

軟式野球
10月4日㈮・5日㈯

町田市立総合体育館

町田市立陸上競技場 小野路球場

8月27日に実施した決起集会での「まちだサポーターズ（大会運営ボランティア）」の皆さん

スポーツ祭東京2013
町田市デザインコンテスト
一般の部・最優秀賞
（市内在勤のikekoさんの作品）

スポーツ祭東京2013 
町田市実行委員会事務局（国体推進課）
724・5830　 724・5831

問

○スポーツ祭東京2013実行委員会（東京都）
　http://www.sports-sai-tokyo2013.jp/
○スポーツ祭東京2013町田市実行委員会
　http://tokyo-kokutai2013-machida.jp/

スポーツ祭東京2013
関連ホームページ

○スポーツ祭東京2013町田市実行委員会　公式Facebookページ
　http://www.facebook.com/Machida2013Kokutai
○スポーツ祭東京2013町田市実行委員会　公式Twitterアカウント
　＠Machida_Kokutai
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町田市立総合体育館
ボールをつなげて相手に返していく迫力あるラリーの応酬と、スピーディ
ーな試合展開が見どころです。

《競技》バレーボール
　　　　　（少年男子・少年女子）

《競技》バドミントン
　　　　　（成年男子・成年女子・少年男子・少年女子）
スマッシュ時のシャトルスピードは初速が300km/hを超えることもあり、
迫力があります。また、選手同士の駆け引きや素晴らしいフットワークが
見どころです。

日程▶9月29日㈰～10月2日㈬ 日程▶10月4日㈮～7日㈪

《交通アクセス》
○JR横浜線「成瀬」駅から徒歩9分

《会場イベント情報》※すべて無料です

9月29日（日）11：00～　町田茶道会によるおもてなし
9月30日（月）14：00～　町田のお菓子でティータイム
10月1日（火）14：00～　町田のお菓子でティータイム
10月4日（金）14：00～　町田のお菓子でティータイム
10月5日（土）11：00～　町田茶道会によるおもてなし
10月6日（日）11：00～　町田茶道会によるおもてなし
※ 上記は、すべて数量に限りがあります。

※ 来場の際は交通混
雑緩和のため、公
共交通機関をご利
用下さい。

※ 障がい者の方が車
で来場される場合
は、障害者手帳の
提示で大会会場の
駐車が無料でご利
用いただけます。

成瀬駅

成瀬駅
ガード北

成瀬駅前 成瀬駅東

南成瀬
中西

恩
田
川

会場入口

市立総合体育館市立総合体育館

《会場内売店》
バレーボール開催時（9月29日～10月2日）
 スポーツ用品　飲食物 （焼きそば、パン、お菓子等）　
 復興支援物産　ゆりーとグッズ　観光土産品　記念切手

バドミントン開催時（10月4日～7日）
 スポーツ用品　飲食物 （焼きそば、パン、お菓子等）
 ゆりーとグッズ　観光土産品　記念切手

9月29日 9月30日 10月1日 10月2日
1 11:00～ 9:30～ 10:00～ 9:30～
〈1回戦〉
少年男子
宮城県VS北海道
〈1回戦〉
少年女子
秋田県VS栃木県
福島県VS千葉県

〈2回戦〉
少年男子
少年女子

〈5・7位決定戦〉
少年男子
少年女子

〈3・4位決定戦〉
少年男子
少年女子

2 12:30～ 11:00～ 11:30～ 11:30～
〈1回戦〉
少年男子
宮崎県VS群馬県
〈1回戦〉
少年女子
長野県VS高知県
岡山県VS京都府

〈2回戦〉
少年男子
少年女子

〈5・7位決定戦〉
少年男子
少年女子

〈決勝〉
少年男子
少年女子

3 14:00～ 12:30～ 13:00～
〈1回戦〉
少年男子
広島県VS京都府
〈1回戦〉
少年女子
長崎県VS岐阜県
北海道VS静岡県

〈2回戦〉
少年男子
少年女子

〈準決勝〉
少年男子
少年女子

4 15:30～ 14:00～ 15:00～
〈1回戦〉
少年男子
青森県VS高知県
〈1回戦〉
少年女子
宮城県VS埼玉県
兵庫県VS香川県

〈2回戦〉
少年男子
少年女子

〈準決勝〉
少年男子
少年女子

5 15:30～
〈準々決勝〉
少年男子
少年女子

6 17:00～
〈準々決勝〉
少年男子
少年女子

※試合の進行状況により、開始時間は前後しますので、あらかじめご了承下さい。

10月4日 10月5日 10月6日 10月7日
1 9:30～ 9:30～ 9:30～ 9:30～
〈1回戦〉
少年男子
兵庫県VS神奈川県
秋田県VS高知県
鳥取県VS香川県
富山県VS長崎県
群馬県VS福岡県
山梨県VS宮崎県
福井県VS三重県

〈1回戦〉
少年女子
埼玉県VS島根県
栃木県VS福島県
兵庫県VS福岡県
鹿児島県VS大阪府
富山県VS香川県
愛知県VS東京都
福井県VS北海道
岡山県VS青森県

〈準々決勝〉
少年女子
成年男子

〈3位決定戦〉
成年男子
成年女子
少年男子
少年女子

2 11:00～ 11:00～ 11:30～ 11:00～
〈1回戦〉
少年男子
徳島県VS静岡県
島根県VS沖縄県
茨城県VS山形県
鹿児島県VS山口県
岡山県VS新潟県
和歌山県VS佐賀県
広島県VS岩手県
愛媛県VS大分県

〈1回戦〉
成年男子
埼玉県VS福岡県
京都府VS香川県
北海道VS大阪府
宮城県VS石川県
千葉県VS長崎県
青森県VS東京都
岐阜県VS山口県
岡山県VS富山県

〈準々決勝〉
成年女子
少年男子

〈決勝〉
成年男子
成年女子
少年男子
少年女子

3 12:30～ 12:30～ 13:30～
〈1回戦〉
成年女子
岐阜県VS富山県
新潟県VS鹿児島県
広島県VS愛媛県
京都府VS神奈川県
兵庫県VS千葉県
青森県VS滋賀県
茨城県VS三重県
熊本県VS秋田県

〈2回戦〉
成年女子

〈準決勝〉
少年女子
成年男子

4 14:00～ 14:00～ 15:30～
〈1回戦〉
成年女子
石川県VS埼玉県
長崎県VS島根県
愛知県VS福岡県
福島県VS香川県
大阪府VS山口県
北海道VS栃木県
宮城県VS大分県
徳島県VS東京都

〈3回戦〉
少年男子

〈準決勝〉
成年女子
少年男子

5 15:30～
〈2回戦〉
少年男子

6 17:00～
〈2回戦〉
少年男子

※試合の進行状況により、開始時間は前後しますので、あらかじめご了承下さい。

昨年のリハーサル大会での会場内売店

ブルーベリーの苗木や
お花のプレゼントもあるよ
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 少年男子の東京都は9月30日14：00
から1回戦の勝者と対戦
少年女子の東京都は9月30日14：00
から1回戦の勝者と対戦

少年男子の東京都は10月4日15：30
から1回戦の勝者と対戦



町田市立陸上競技場

小野路球場

《競技》サッカー（成年男子）

《競技》軟式野球（成年男子）

強烈なシュート・相手をかわすドリブル等の個人技や、パス交換・
守備の連携等のチームワークを活かした戦いが楽しめます。

激しい打撃戦や華麗な守備、バッテリーの配球と打者との駆け引き、
チャンスやピンチの時のチームの作戦など、見どころが盛りだくさん
です。

日程▶9月29日㈰・30日㈪
《交通アクセス》
○ 町田バスセンター 2番、4番乗り場、または小田急線町
田駅北口POPビル先21番乗り場から野津田車庫行きバ
スで「野津田車庫」下車、徒歩10分
○ 小田急線鶴川駅0番乗り場から野津田車庫行きバスで
「野津田車庫」下車、徒歩10分、または5番乗り場から
多摩センター駅行きバスで「サンシティ町田」下車、北
口まで徒歩5分
○ 競技開催日は町田駅から無料シャトルバス（町田駅～市
立陸上競技場）を運行

《会場イベント情報》※すべて無料です

9月29日（日）9：30～　　町田市書道連盟によるわくわく書道展
 11：30～　ミラクルマーチによるライブ
 11：30～、13：30～　町田のお菓子でティータイム（数量限定）
 13：30～　ブランニューバイブによるライブ
9月30日（月）13：00～　町田のお菓子でティータイム（数量限定）

※ 来場の際は交通混雑緩和のため、公共交通機関をご利用下さい。
※ 障がい者の方が車で来場される場合は、障害者手帳の提示で
大会会場の駐車が無料でご利用いただけます。

町田駅（原町田大通り沿い
「生涯学習センター」向かい）から運行
※ 交通状況などにより運行時間は前後しますの
で、あらかじめご了承下さい。
※町田駅の乗り場は下記案内図をご覧下さい。

日程▶10月4日㈮・5日㈯

《交通アクセス》
○ 小田急線鶴川駅5番乗り場から
多摩センター駅行きバスで「下
堤」下車、徒歩2分
○ 競技開催日は町田駅から無料
シャトルバス（町田駅～小野路
球場）を運行

《会場イベント情報》※無料です

10月4日（金）　10：30～　町田のお菓子でティータイム（数量限定）

I n f o r m a t i o n
■大会前後のイベント情報
①スポーツ祭東京2013前夜「炬

きょ

火
か

セレモニー」
日程▶9月27日（金）
大会開催の前夜、町田駅前・成瀬駅前・
鶴川駅前で、市民の心を一つにしたアート
オブジェを展示し、点火式を行います。また、
ミニコンサートや地元ゴスペルグループによ
る歌の披露などのイベントが開催されます。
お問い合わせは産業観光課（ 724・2128　 050・3101・9615）へ。

②ゆりーとスイーツコレクション in MACHIDA
日程▶ポイント付与期間 10月14日（祝）まで／応募期間 10月31日（木）まで
町田市ではスイーツのシールラリー「ゆりーとスイーツコレクション
inMACHIDA」を開催中。参加18店舗（20品目）のゆりーとスイーツを
食べてシールを集めると、抽選で40人にかわいいゆりーとグッズと参加店
舗のお菓子（または商品券）が当たります。参加店舗で対象スイーツを購
入してシールを集めると1商品につき1ポイント、大会期間中、競技会場で
は来場ポイント2ポイントを付与。3ポイントから応募できます。応募者全
員にオリジナルエコバッグをプレゼント。
詳細は町田市実行委員会のホームページをご覧下さい。

■駅前案内所のご案内
大会期間中、町田駅・鶴川駅・成瀬駅では駅前案内所を設置。競技の結果や情報のほか、
駅周辺のお店やアクセス方法、まちに関する情報を市民ボランティア「まちだサポーター
ズ」がご案内します。

点火スケジュール
成瀬駅前 18：00
鶴川駅前やすらぎ公園 18：00
町田ターミナルプラザ市民広場 19：00

シャトルバス
乗降場

野津田公園 
綾部原 
トンネル 

至
鶴
川 

至多摩市 

小野神社前

野津田
公園北

小野路西口 
北口 

正面ゲート 至
並
木 

小野路
若子山

小野路
グラウンド 小野路球場

至多摩市

至
鶴
川

綾部原トンネル

鶴川中学校

シャトル
バス乗降場

※試合の進行状況により、開始時間は前後しますので、あらかじめご了承下さい。

※試合の進行状況により、開始時間は前後しますので、あらかじめご了承下さい。

9月29日 9月30日
1 10:00～ 11:30～
〈1回戦〉　成年男子　京都府VS愛媛県 〈準々決勝〉　成年男子
2 12:00～ 13:30～
〈1回戦〉　成年男子　福岡県VS岐阜県 〈準々決勝〉　成年男子
3 14:00～
〈1回戦〉　成年男子　東京都VS北海道

10月4日 10月5日
1 9:00～ 9:00～
〈1回戦〉　成年男子　岩手県VS大分県 〈2回戦〉　成年男子
2 11:20～
〈1回戦〉　成年男子　大阪府VS高知県

無料シャトルバス
《会場内売店》
 スポーツ用品　
 飲食物（カレー、たこ焼き、
 パン、お菓子、飲み物）
 ゆりーとグッズ　
 観光土産品　
 記念切手

③町田ゆりーとスタンプラリー
４競技会場を回り、大会マスコットキャラクター「ゆり
ーと」の記念品をゲットしよう♪スタンプラリーの台
紙は、町田市施設や、大会会場等で配布される町田
市観戦ガイドブックの最終面にあります。
景品は1ポイントから４ポイントまで、会場を回った分
だけ豪華になります。
　１ポイント⇒記念シール  
　2ポイント⇒オリジナルキーホルダー
　３ポイント⇒クリアボトル
　 ４ポイント⇒ 町田ゆかりの有名人サイン入りゆりー

とぬいぐるみ（誰のサインかは手に入
れてからのお楽しみ♪）

町田駅発
時 29日（日） 30日（月）
8 30 50
9 00 20 40 40
10 30 50 00 20 40
11 00 20 40 00
12 20 40 00 20 40
13 00 20 40 00

市立陸上競技場発
時 29日（日） 30日（月）
11 40
12 00 20 40
13 00 20 40 20 40
14 00 20 40 00 20
15 20 40 00 20 40
16 00 20 40 00 40
17 00 15 30 00 20 30

町田駅（原町田大通り沿い
「生涯学習センター」向かい）から運行
※ 交通状況などにより運行時間は前後しますので、
あらかじめご了承下さい。
※町田駅の乗り場は下記案内図をご覧下さい。

無料シャトルバス
小野路球場発
時 4日（金） 5日（土）
11 20 40 20 40
12 00 20 00 30
13 20 40 20 40
14 00 20
15 00 15 30

町田駅発
時 4日（金） 5日（土）
8 00 20 40 00 20 40
9 00 00
10 20 40
11 00 20

※ 来場の際は交通混雑緩和のため、
公共交通機関をご利用下さい。

※ 障がい者の方が車で来場される場
合は、障害者手帳の提示で大会会
場の駐車が無料でご利用いただけ
ます。

《会場内売店》
 飲食物（たこ焼き、パン、お菓子、飲み物）　ゆりーとグッズ　観光土産品　記念切手

シャトルバス乗降場案内図

シャトルバス乗降場案内図

ＪＲ町田駅前

ＪＲ町田駅前北
原町田中央通り

生涯学習センター

浄運寺前

JR町田駅

小
田
急
町
田
駅

至新宿

至相模大野

至横浜

境川

原町
田大
通り

シャトルバス
乗降場

無料シャトルバス

※ 各会場・各日で個数が限られていますので、先着順となります
　（該当ポイントの景品が無い場合は、1ポイント下の景品と引き換えになります）。
※引き換え開始は各会場の開場時刻です。

町田駅乗り場案内図
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町田ゆかりの

ふるさと

華やかに式典を舞う町田の

谷萩 史歩
町田市立南成瀬中学校在学時に陸上競技を始め、現在、八王
子高等学校３年生。昨年の「ぎふ清流国体」に続き２年連続の
国体出場選手。

金山 友紀さん（ASV ペスカドーラ町田）

エンジェルキッズ 1
町田市を中心とするダンスチーム
第１回ゆりーとダンスコンテスト
キッズ部門で準優勝・一般部門準優勝
・第４回キッズ部門準優勝。

SPACE ART FAMILY 3
町田市を中心とするダンスチーム
第４回ゆりーとダンスコンテスト一般
部門で優勝。

ダンススタジオ ウップス！！ 2
町田市を中心とするダンスチーム
第６回ゆりーとダンスコンテスト一般
の部で準優勝。

町田 遊星with町田の丘学園
feat 園田（そんだ）青年会と仲間達 4
「町田遊星」と都立町田の丘学園が、園田青年会等の
応援を得てエイサーを開会式で演舞します。

私は「ふるさと47応援プロジェクト」の島根県応援団長
になりました。このプロジェクトは「東京から はじまる
・つながる めぐりあい」をコンセプトにスポーツ祭東京
2013を皆さんと一緒に盛り上げていく活動です。
東京は47都道府県の出身者が集まる特別な街。町田市
で行われる競技でも、皆さんの声援がふるさとからやっ
てくる選手たちの力となります。ぜひ会場で自分のふる
さとを応援しましょう！

9月28日（土）、味の素スタジアムで行われる総合開会式に、町田市から4組の
ダンス・エイサーチームが出場し、式典を盛り上げます。

■ 協賛企業・団体一覧（敬称略）
町田・相模原経済同友会／株式会社 イーグル建創／株式会社 サカタのタネ／ファシリティ パートナーズ株式会社／株式会社 ギオン／有限会社 大久保工芸／株式会社 ナック／株式会社 大和屋ふとん／
株式会社 VOLUME／学校法人野田鎌田学校学園 あずさ第一高等学校／社会医療法人社団 正志会 南町田病院／株式会社 シーティーアイ／公益社団法人 町田法人会／医療法人社団 芙蓉会／町田商工会議所／
野村不動産 株式会社プラウド町田マンションギャラリー／町田天満宮／一般社団法人 町田市緑化協会／スガナミ楽器株式会社／学校法人明泉学園　鶴川幼稚園　鶴川女子短期大学附属／
株式会社 伊藤園 町田支店／ライフサポート株式会社／マミフラワーデザインスクール／カワイ音楽教室 神奈川事務所／町田市菊花会／東京コカ・コーラボトリング株式会社 町田営業所／株式会社 B＆Sジャパン／
ニチパック株式会社／社会福祉法人 まちだ育成会 かがやき／神奈川東部ヤクルト販売株式会社／日本甜菜製糖会社紙筒事業部／ホームデリカ TAICHI／南郵便局／町田市医師会／株式会社 八朗平／
学校法人東京町田学園 町田・デザイン専門学校／日本たばこ／ミドリ安全株式会社 大和支店／株式会社 ホンマ電機／株式会社 三井製作所／私の部屋 ルミネ町田店／キャトルセゾン ルミネ町田店

東京都代表として出場するアスリートたち

自分のふるさとを
応援しよう

寺地 廉
町田市出身の日立ビルシステムサッカー部所属のゴールキー
パー。東京都代表に９年間選ばれている。

プロフィール◎1977年生まれ。
フットサル日本代表として活躍。
フットサルに転向する前に、
サッカー選手として3回の国体
出場を果たしている。

第68回国民体育大会出場アスリート （敬称略、順不同）

氏　名 在住等 出場種目 出場予定日 出場会場

河野 みなみ 玉川学園高等部在学 シンクロナイズドスイミング
少年女子 開催済 東京辰巳国際水泳場

水澤 由実 都立山崎高校在学 アーチェリー　少年女子 10月5日（土）～7日（月） 三鷹市大沢総合グラウンド
特設会場

浅沼 菜穂美 町田乗馬センター 馬術
監督・ホースマネージャー 10月3日（木）～7日（月） あきる野市特設馬術競技場

池戸 成記 都立町田高校 ラグビーフットボール
成年男子　監督 9月29日（日）・30日（月） 武蔵野市立陸上競技場

松浦 宏樹 玉川学園高等部 ラグビーフットボール
少年男子 9月29日（日）～10月3日（木）江戸川区陸上競技場等

井上 晴 市内在住 テニス　少年男子 9月29日（日）～10月2日（水） 世田谷区立総合運動場庭球場等

内山 玲子 市内在住 体操　少年女子　監督 10月2日（水）～5日（土） 東京工科大学・日本工学院八
王子専門学校体育館

内山 由綺 市内在住 体操　少年女子 10月2日（水）～5日（土） 東京工科大学・日本工学院八
王子専門学校体育館

曽我部 美佳 町田ＲＧ 新体操　少年女子　監督 9月29日（日）・30日（月） 東京工科大学・日本工学院八
王子専門学校体育館

醍醐 直幸 町田市出身 陸上競技　成年男子 10月4日（金）～8日（火） 味の素スタジアム

田口 泰也 法政大学 ホッケー　成年男子 10月2日（水）～5日（土） 日野市民陸上競技場

古川 湧基 法政大学 ホッケー　成年男子 10月2日（水）～5日（土） 日野市民陸上競技場

田島 頌之 国士舘大学 ソフトボール　成年男子 9月29日（日）～10月1日（火）三鷹市大沢総合グラウンド

西森 圭祐 国士舘大学 ソフトボール　成年男子 9月29日（日）～10月1日（火）三鷹市大沢総合グラウンド

林 侑司 市内在住 軟式野球　成年男子 10月4日（金）～7日（月） 府中市民球場等

近藤 清史 市内在住 軟式野球　成年男子 10月4日（金）～7日（月） 府中市民球場等

廣兼 孝志 市内在住 軟式野球　成年男子 10月4日（金）～7日（月） 府中市民球場等

藤村 孝司 国士舘大学 ハンドボール
成年男子　監督 10月3日（木）～7日（月） 墨田区立総合体育館

第13回全国障害者スポーツ大会出場アスリート （敬称略、順不同）

氏　名 在住等 出場種目 出場予定日 出場会場

山中孝一郎 市内在住 陸上　男子800m、1500m 10月12日（土）～14日（祝） 味の素スタジアム

但木誉武 市内在住 水泳　男子25m自由形、
50m自由形、200mリレー 10月12日（土）～14日（祝） 東京辰巳国際水泳場

大橋海斗 市内在住 水泳　男子25m背泳ぎ、
50m背泳ぎ 10月12日（土）～14日（祝） 東京辰巳国際水泳場

山本聡子 町田市出身 卓球　一般女子 10月12日（土）・13日（日） 駒沢オリンピック公園
総合運動場体育館

宮本聖也 市内在住 卓球　少年男子 10月12日（土）・13日（日） 駒沢オリンピック公園
総合運動場体育館

出場種目／陸上　3000m少年女子 
出場予定日／10月8日（火）　出場会場／味の素スタジアム

出場種目／サッカー　成年男子 
出場予定日／9月29日（日）～10月2日（水）
出場会場／町田市立陸上競技場（2回戦以降は別会場）

ふるさと47応援プロジェクト http://furusato47-ouen.jp/

開会式出場者

　市内で開催される大会の運営を手伝う市民ボランティア「まちだサポ
ーターズ」。公募で集まったのは、中学生から90歳代まで幅広い世代
の男女1386人。市民をあげて大会を盛り上げようという熱い意気込み
が伝わってきます。

国体を支える市民ボランティア

※9月12日現在で町田市実行委員会が把握した情報です。

1 2

3 4

9月28日の総合開会式にも町
田市代表として出場します。
皆さんと一緒に国体を楽しみ
たいと思います。

東京で国体があるから頑張っ
てきました。年齢的に最後の
国体となるので、優勝して終
わりたい。町田市立陸上競技
場に応援に来て下さい！
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