
日刊スポーツ新聞社は、5月5日（月）、日産スタジアムにて「JA全農 チビリンピック2014」を開催します。

本大会は、小学生のスポーツ底辺拡大、健全な心身の育成が目的の親と子が一緒に参加して楽しめる

恒例のスポーツイベントとして、毎年5月5日のこどもの日に開催しており、今年で36年目を迎えます。

競技内容は「親子マラソン」、「ミニマラソン」、「400ｍリレー」、「50ｍ走」、「100ｍ走」等が実施されます。

また、こどもの日の「子供の人格を重んじ、子供の幸福をはかるとともに母に感謝する日」（出典：大辞林）

にちなみ、子供たちが親御さんに大きな声で感謝の気持ちを伝える「チビッコ大声選手権」を、昨年に引

き続き、「JA全農お楽しみ広場」で実施します。

そして「ＪＡ全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー」の全国決勝大会では、北海道から九州までの各

地区予選を勝ち抜いた10チームの選手たちが、サッカー少年の夢の舞台である日産スタジアムのピッチ

で、日本一をかけた熱戦を繰り広げます。

JA全農チビリンピックには、今年もスペシャルゲストが参加します。現役ランナーを引退し、スポーツキャ

スターとして活躍中の高橋尚子、プロ野球界で数々の実績を残してきた工藤公康、ロンドン五輪出場の

レスリングの浜口京子と父親で元プロレスラーのアニマル浜口、元サッカー日本代表で現在は解説者と

して活躍中の北澤豪、今年2月に開催されたソチ五輪にカーリングで出場した小笠原歩、船山弓枝、ロン

ドン五輪に重量挙げで出場した八木かなえらがイベントを盛り上げます。

5月5日「こどもの日」はチビリンピック
～カラダ動けばココロもはずむ。～

ＪＡ全農 チビリンピック2014

＜イベントに関する問い合わせ先＞
「JA全農チビリンピック2013」事務局 フェザンレーヴ内
TEL：03-3546-3248 ／FAX：03（3524）7066
※受付時間：平日10：00〜17：00

＜本リリースに関する問い合わせ先＞
株式会社フルハウス 担当／三木、陸川
TEL：03-5413-0384 メール：y.miki@fullhouse.jp
※当日のご連絡は080-4812-5658（三木携帯）までお願い致します。

高橋尚子 八木かなえアニマル浜口工藤公康 浜口京子 北澤豪 小笠原歩 船山 弓枝

ゲストは、小学生と一緒に走る「聖火リレー」の他、ゲストオールスターチームとして「400ｍリレー」で小学

生チームと対決します。さらに「JA全農お楽しみ広場」で「もちつき」など当日参加可能な様々なイベントを

実施します。

「JA全農 チビリンピック2014」の開催を広く一般にご紹介頂ければ幸いです。

本大会の取材を是非ご検討ください。ご取材の際は、別紙取材申請書にてお申込みください。

■当日の報道受付は西口2階入口に設けています。

車でご来場の際は、駐車証をお送りしますのでお早めに申請をお願いします。



■主なイベントのご紹介

時間 場所 内容
9：00 トラック 開会式、参加者とゲスト全員で聖火リレー

9：30 トラック 高橋尚子さん他、ゲストが、各学年の親子マラソンの伴走を行います

10：00 お楽しみ広場 チビッコ大声選手権
子供たちが親御さんに大きな声でありがとうを伝えます
10：00の回は、アニマル浜口さんと浜口京子さんと八木かなえさんが参加予定
※10：00に加え、14：00～ の計2回実施予定

11：00 お楽しみ広場 ゲスト全員参加しての玉入れ・くす玉割り
5月5日生まれの工藤公康さん、5月6日生まれの高橋尚子さんの

誕生パーティーも実施予定です

13：10 トラック 全農各県本部キャラクターに、タムちゃん（チビリンピックキャラクター）を加えた
7体のキャラクターによる30ｍ走です

13：25 フィールド JA全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー全国決勝大会の決勝戦
北澤豪さんが解説を務めます

15：45 トラック 4年、5年、6年生の各優勝チーム 対 ゲストチームによる400ｍリレー

※お楽しみ広場 もちつき
ゲストが参加し、つきたてのお餅を参加者に配ります
9：30～、10：30～、12：00～、13：30～ の4回実施予定



■ゲストプロフィール①

高橋尚子（たかはし・なおこ） 1972年5月6日、岐阜県生まれ

県立岐阜商業高校で、800ｍでインターハイ出場。大阪学院大学を経て、95年、小出監督
を慕ってリクルートに入社。その頃から「Ｑちゃん」と呼ばれるようになる。初マラソンは、97
年1月の大阪国際女子マラソン。同年4月、小出監督の移籍に伴い、積水化学入り。98年
12月のアジア大会（バンコク）で2時間21分47秒の日本最高記録（当時）をマーク。2000年
シドニー五輪ではシモン（ブルガリア）との激闘を制し、陸上では日本女子初の金メダルを
獲得した。2005年6月、ファイテン入りする一方、同社の陸上部とは別に「チームＱ」として
活動している。2005年11月の東京国際女子マラソンでは、2時間24分39秒で優勝。2年ぶり
のマラソン復帰レースを優勝で飾った。

工藤 公康（くどう・きみやす） 1963年5月5日、愛知県生まれ

名古屋電気高→西武ライオンズ→福岡ダイエーホークス→読売ジャイアンツ→横浜ベイス
ターズ→埼玉西武ライオンズ
81年ドラフト6位でプロ野球界入り。現役通算224勝142敗。最優秀防御率4回、最高勝率4
回、最多奪三振2回のタイトルを獲得。93年と99年にはＭＶＰに輝く。実働29年は歴代１位
の記録。2004年8月17日対ヤクルト戦で200勝を達成、名球会入りしている。現在は野球解
説・評論家として活躍。

アニマル浜口（あにまる・はまぐち） 1947年8月31日、島根県生まれ

中学卒業後、ボディビルに熱中。69年に国際プロレスに入門。同年、本郷清吉戦でデビュー。
77年にはＩＷＡ世界タッグ王座を獲得した。その後、「はぐれ国際軍団」や「維新軍団」で活躍。
プロレス界に数々の金字塔を打ち立てた。87年に現役引退。浅草にジムを開き、大谷晋二
郎、大森隆男、小島聡など、多くのレスラーを育てている。長女の浜口京子をアマチュアレス
リングの世界チャンピオンに育て上げた名コーチとして有名で、2006年４月にはレスリングア
ジア選手権の女子日本代表監督を務めた。178センチ、108キロ。

浜口 京子（はまぐち・きょうこ） 1978年1月11日、東京都生まれ

武蔵野学院大学日本総合研究所客員教授。ジャパンビバレッジホールディングス所属。日
本オリンピック委員会選手強化キャンペーン・シンボルアスリート制度適用選手。父・アニマ
ル浜口が経営するアニマル浜口レスリング道場で父の指導のもとボディビルのトレーニング
をするようになり、プロレスラー志望の男性選手に混ざって14歳からアマレスを始める。その
後、女子アマレス重量級のトップ選手として活躍し全日本選手権・世界選手権等で優勝を重
ね、2004年のアテネオリンピックに女子レスリング72kg級の代表として出場し、銅メダルを獲
得した。 開会式では日本選手団の旗手を務めた。



■ゲストプロフィール②

北澤 豪（きたざわ・つよし） 1968年8月10日、東京都生まれ

修徳高→本田技研工業→読売クラブ（ヴェルディ川崎）
ヴェルディ一筋で2002年に現役引退。現役時代は肩まで伸びた長髪がトレードマークで、
日本代表として国際Ａマッチ58試合に出場、3得点。本田時代からＪリーグまで336試合に
出場し、57得点をあげた。現在はサッカー解説者。

八木 かなえ（やぎ・かなえ） 1992年7月16日、兵庫県生まれ

兵庫県立須磨友が丘高等学校→2011年金沢学院大学に進学、2008年高校入学と同時に
新たに重量挙げを始める。2008年、重量挙げに転向してからも瞬く間に頭角を表し、競技
歴わずか8ヶ月で「アジアユース48kg級」で優勝、後に日本高校新記録を出して世界選手
権10位の記録を残した。その後、「全国高校女子選手権53kg級」では2010年～2011年も優
勝を果たし3連覇を達成。大学進学後、初めての公式戦「全日本女子学生選手権53kg級」
で大会新記録を樹立。2012年「全日本選手権53kg級」で初優勝を果たしロンドンオリンピッ
クの代表に選ばれた。

小笠原 歩（おがさわら・あゆみ） 1978年11月25日、北海道北見市（旧常呂町）生まれ

12歳からカーリングを始め、中学、高校と多くのジュニア大会で好成績を残し、2002年ソル
トレイクシティ冬季オリンピックでは「シムソンズ」のメンバーとして出場。その後2003年に
「フォルティウス」を結成（後の「チーム青森」）し、同チームの主力メンバーとして活躍。
2006年トリノ冬季オリンピックではスキップとして、チームのキャプテンとしてチームを牽引
し強豪カナダを破るなど日本にカーリング旋風を巻き起こした。
2006年に現役を引退。2010年11月に現役復帰を表明し、船山弓枝、吉田知那美と共に活
動を再開。2011年4月に「HOKKAIDO BANK FORTIUS」結成。2013年ソチ五輪では5位入
賞。スキップとして活躍した。

船山 弓枝（ふなやま・ゆみえ） 1978年4月5日 北海道北見市（旧常呂町）生まれ

小笠原と同時期の12歳からカーリングを始め、中学、高校と小笠原と共に多くの大会で好
成績を残し、2002年ソルトレイクシティ冬季オリンピック、2006年トリノ冬季オリンピックと
チームの主力選手として連続出場をはたした。
一度は現役を引退しながらも、盟友である小笠原とともに2010年に活動を再開。
ソチ五輪では中心選手として活躍した。



タイトル ：ＪＡ全農 チビリンピック2014

日時 ：平成26年 5月5日（月曜日、こどもの日） ※小雨決行
8：00 開場（取材受付開始）
9：00 開会

16：20 閉会式

※ＪＡ全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー予選ブロック
5月3日（土） 13：30～
5月4日（日） 9：00～

会場 ：日産スタジアム（競技場、日産フィールド小机、東・西ゲート前広場）

主催 ：日刊スポーツ新聞社
公益財団法人 横浜市体育協会

特別協賛 ：全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

後援 ：朝日新聞社
テレビ朝日
文化放送
公益財団法人 日本サッカー協会
神奈川県サッカー協会
神奈川陸上競技協会

賞品提供 ：全国農協食品
全農パールライス東日本
JA全農青果センター
全農チキンフーズ
JA全農たまご
JA全農ミートフーズ
雪印メグミルク

協力 ：ミズノ
日本ボーイスカウト神奈川連盟

入場料・参加料：無料

参加資格 ：小学生 ※親子マラソン、お楽しみ広場は大人の参加も可

総合司会 ：辻 よしなり

司会 ：野上 慎平 (テレビ朝日アナウンサー)
森 葉子(テレビ朝日アナウンサー)

ゲスト ：高橋 尚子（マラソン）
工藤 公康（野球）
浜口 京子（レスリング）

アニマル浜口（レスリング）
北澤 豪（サッカー）
小笠原 歩（カーリング）
船山 弓枝（カーリング）
八木 かなえ（重量挙げ）

■実施要綱





日時 ： 2014年5月3日（土）〜5月5日（月）※小雨決行

会場 ： 日産スタジアム、日産フィールド小机

主催 ： 日刊スポーツ新聞社、公益財団法人横浜市体育協会

特別協賛 ： 全国農業協同組合連合会（ＪＡ全農）

主管 ： 社団法人神奈川県サッカー協会

後援 ： 朝日新聞社、テレビ朝日、文化放送、公益財団法人日本サッカー協会
神奈川県サッカー協会

表彰 ： 優勝（ＪＡ全農杯の授与、表彰状・メダル・副賞）
準優勝（表彰状・メダル・副賞）
3位 2チーム（表彰状・メダル・副賞）
フェアプレー賞

大会形式 ： ＜1次ラウンド＞
10チームを2グループに分けてリーグ戦を行い、上位2チームが決勝トーナメント進出｡
※順位決定は、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。

勝点は、勝ち3点、引分け1点、負け0点。
勝点が同じ場合は、得失点差・総得点数・当該チーム間の対戦結果・抽選の順序に
より順位を決定する。

＜決勝トーナメント＞
上位4チームによるトーナメント戦を行う。 ※3位決定戦は実施しない｡

出場チーム ：北海道代表 コンサドーレ札幌Ｕ-12 (北海道)
東北代表 ＭＩＲＵＭＡＥ・ＦＣ （岩手）
関東代表1 レジスタFC （埼玉）
関東代表2 川崎フロンターレＵ-12 （神奈川）
東海代表 名古屋グランパスＵ-12 （愛知）
北信越代表 エスプリ長岡ＦＣ （新潟）
関西代表 兵庫ＦＣ （兵庫）
中国代表 サンフレッチェ広島ＦＣジュニア （広島）
四国代表 屋島ＦＣＪｒ． （香川）
九州代表 ＢＵＤＤＹ・ＦＣ （福岡）

備考 ：＜過去の優勝チーム＞
2013年 ベガルタ仙台ジュニア （宮城）
2012年 レジスタFC （埼玉）
2011年 川崎フロンターレＵ‐12 （神奈川）

2010年 〃
2009年 〃
2008年 柏イーグルスTOR’82 （千葉）

2007年 東京ヴェルディ1969ジュニア （東京）
2006年 名古屋グランパスエイトＵ-12 （愛知）
2005年 高田ＦＣ （奈良）
2004年 新座片山ＦＣ少年団 （埼玉）
2003年 名古屋グランパスエイト （愛知）

■「ＪＡ全農杯チビリンピック小学生8人制サッカー 全国決勝大会」大会概要



■アクセスマップ

＜電車をご利用の場合＞
ＪＲ小机駅が最寄りです。

スタジアムにつきましたら、
西ゲート広場へ向かい、
2Ｆに降りて、メインスタンド裏側を目指すと玄関があり、そこに取材受付があります。

取材受付

＜お車でご来場の場合＞
新横浜公園の交差点よりスタジアムへ進み、
駐車証を提示して構内に入り、指定された場所に
駐車ください。

新横浜公園
交差点



⑥とまと
きゅうり

⑨ＪＡ横浜

お楽しみ広場配置図

④からあげ
おにぎり
米粉ﾊﾟﾝ

③
①国産餅

ＰＲ

餅つき準備
スタッフ食事

着ぐるみ控室
↑入口↑

⑧県中央会

餅つき会場

神奈川県本部エリア 全農エリア

■スタジアム内（２ｹﾞｰﾄ付近）
・賞品（牛乳）提供コーナー

※基本テントサイズ 5.4×3.6ｍ
着ぐるみ控室 2.7×3.6ｍ
アンパンマン 3.0×3.0ｍ

⑤やまゆり丼

⑦
ＪＡ全農
かながわ

【2.5張/ﾌｧｰﾏｰｽﾞﾏｰｹｯﾄ】

ＡＢ （アンパンマン）

⑬ＪＡ共済
（展示コーナー）

Ａ

Ｂ

ｺﾝｺｰｽ

テーブルセット

②
ﾒｸﾞﾐﾙｸPA

JA全農
千葉
落花生

ｶｯﾄ
ﾌﾙｰﾂ
小玉
すいか

⑩肉の石川
（豚あぶりやき）

⑪中央養鶏
（プリン他）

⑫横濱アイス
工房

（ジェラート）
撮影コーナー

日刊広場
⑬ＪＡ共済
（はたらく
ワンワン
ランド！）

（アンケート）


