
報道関係者様各位 2019年4月

日刊スポーツ新聞社は、5月5日（日・祝）、日産スタジアムにて「JA全農 チビリンピック2019」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41年目を迎えます。

競技内容は「親子マラソン」、「50ｍ走」、「100ｍ走」、 「ミニマラソン」、 「卓球」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」も開催致します。

そして「ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー全国決勝大会」も開催、北海道から九州までの９地区で予選を勝ち
抜いた16チームが、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、日本一をかけて熱戦を繰り広げ

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、日本陸連理事の高橋尚子、ロンドン五輪レスリング女子代表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、現在は解説者として活躍している北澤豪、元千葉ロッテ

マリーンズで現在は野球解説者として活躍している里崎智也、リオデジャネイロ五輪ウエイトリフティング代表の
八木かなえ、リオデジャネイロ五輪卓球団体で銅メダルを獲得した石川佳純、第65代横綱として数多くの記録を

残した貴乃花光司が参加し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

ＪＡ全農 チビリンピック2019

＜イベントに関する問い合わせ先＞
「JA全農チビリンピック2019」事務局
TEL：03-6262-2869
※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／岩田、陸川
TEL：03-5413-0215 メール：h.iwata@fullhouse.jp
※当日のご連絡は080-4812-5657（岩田携帯）までお願い致します。

ゲストは、小学生と一緒に走る「聖火リレー」を実施します。
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2019」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。

高橋尚子 アニマル浜口 浜口京子

貴乃花 光司八木 かなえ

北澤豪

里崎 智也 石川 佳純



タイトル ：JA全農 チビリンピック2019

日時 ：令和元年５月５日(日・祝)～こどもの日～ ※小雨決行
08：00 開場（取材受付開始）
09：00 開会
15：15 閉会式

※ＪＡ全農杯全国小学生選抜サッカー １次ラウンド
5月3日（木） 12：00～（日産フィールド小机で開会式）
※日本サッカー協会 田嶋幸三会長が出席します。
5月4日（金） 9：30～

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、港北スポーツセンター）

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）

協賛 ：協伸商会

後援 ：横浜市 市民局
朝日新聞社
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
神奈川県卓球協会
横浜市卓球協会

賞品提供 ：全国農協食品
全農パールライス
JA全農青果センター
JA全農たまご
JA全農ミートフーズ
全農チキンフーズ
協同乳業
築野食品工業

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 ：河内 優美子

ゲスト ：高橋 尚子(マラソン) / アニマル浜口・浜口京子(レスリング)
北澤豪(サッカー) / 里崎智也(野球) / 八木かなえ(ウェイトリフティグ)
石川佳純(卓球) / 貴乃花光司

■実施要綱



日時 ： 令和元年5月3日（金）〜5月5日（日・祝）※小雨決行

会場 ： 日産スタジアム、日産フィールド小机、第2運動広場

主催 ： 日刊スポ－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 ： 一般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、
一般社団法人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（記念品）

大会形式 ： ＜1次ラウンド＞
１次ラウンド：16チームを4グループに分け、1グループ4チームのリーグ戦を行い、
各グループ上位2チームが決勝トーナメントに進出する。
※順位決定は、勝点合計の多いチームを上位とする。
勝点は、勝ち：3点 引分け：1点 負け：0点とする。
但し、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8チームによるトーナメント戦を行う。※3位決定戦は行わない｡

出場チーム ： 北海道代表 北海道コンサドーレ札幌A (北海道)

東北代表1 ベガルタ仙台 （宮城）
東北代表2 青森福田SSS （青森）
関東代表1 鹿島アントラーズ （茨城）
関東代表2 川崎フロンターレ （神奈川）
関東代表3 鹿島アントラーズつくば （茨城）
北信越代表 グランセナ新潟 （新潟）
東海代表1 名古屋グランパスU12 （名古屋）
東海代表2 大山田SSS （三重）
関西代表1 センアーノ神戸ジュニア （兵庫）
関西代表2 ディアブロッサ高田FC（奈良）
中国代表1 オオタFC （岡山）

中国代表2 ＳＳＳＦＣ （山口）
四国代表 丸亀フットボールクラブ （香川）
九州代表1 アビスパ福岡U12 （福岡）
九州代表2 PLEASURE SC （佐賀）

過去の優勝： 2018年 レジスタFC (埼玉)／2017年 江南南サッカー少年団（埼玉）
2016年 大宮アルディージャジュニア （埼玉） ／2015年 柏レイソルＵ12 （千葉）
2014年 レジスタFC (埼玉) ／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 川崎フロンターレＵ-12 （神奈川）／2009年 川崎フロンターレＵ-12 （神奈川）

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



■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

9：30 港北スポーツセンター 卓球開会式終了後、石川佳純さんが参加小学生と一緒に
デモンストレーションを行います

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
アニマル浜口さんと浜口京子さん、 八木かなえさん、貴乃花さんが参加予定

10：20 トラック・ ゲスト全員参加しての玉入れ
メインスタンド 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

※その後、ゲスト全員の囲み取材を実施予定です



■主なイベントのご紹介

時間 場 所 内 容

12：00 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
9体のキャラクターによる30ｍ走です

12：25 トラック 高橋尚子さん伴走によるミニマラソンを実施します

14：00 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

※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～、11：00～、12：30～、13：30～ の4回実施予定



取材申請用紙（ＦＡＸ：03-3401-8085）
5/2（木） 15：00までに送付をお願いします。

ＪＡ全農 チビリンピック2019
日時： 5月5日（日・祝） 9：00～15：30 （取材受付8：00～15：30）

会場： 日産スタジアム（取材受付：2Ｆ正面玄関）

御社名 ：

媒体名 ：

代表者氏名：

携帯番号：

メール ：

取材者数： 記者 名、／ムービー 名 台／スチール 名

駐車場 ： 利用しない 利用する 台

駐車券送付先：〒 宛

※駐車場を利用する場合は駐車券をお送りするので、送り先住所・宛名の記載をお願いします。

掲載・放送予定日： 月 日 （放送時間 ： 頃 ）

ご連絡事項：

＜イベントに関する問い合わせ先＞
「JA全農チビリンピック2019」事務局
TEL：03-6262-2869
※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／岩田、陸川
TEL：03-5413-0215 メール：h.iwata@fullhouse.jp
※当日のご連絡は080-4812-5657（岩田携帯）までお願い致します。


