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タイトル：2019東伏見スポーツフェスタ in 東伏見

開催日時：2019年9月16日（月／敬老の日）10：00 ～ 16：00

会 場：早稲田大学東伏見キャンパス

主 催：早稲田大学競技スポーツセンター／早稲田大学体育各部実行委員会

共 催：早稲田大学総長室オリンピック・パラリンピック事業推進プロジェクト室

特別協力：西東京市 

協 力：西東京稲門会、稲門体育会、オリンピック・パラリンピック等経済界協議会

後 援：西東京市教育委員会、東伏見商栄会、ココスポ東伏見、産業経済新聞社、サンケイスポーツ

協 賛：アシックスジャパン株式会社、株式会社三菱UFJ銀行、トヨタ自動車株式会社、JKホールディングス株式会社、

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、西武鉄道株式会社、株式会社共立メンテナンス、

日住建設株式会社、山芳建設株式会社、日本体育施設株式会社、長谷川体育施設株式会社東京営業所、

株式会社早稲田大学プロパティマネジメント、アイワ美建、東仁学生会館、大塚製薬株式会社東京支店、

ライオン株式会社、早稲田大学生活協同組合、有限会社井荻スポーツ社、ハンディキャップサポートすまいるウィズ

参 加 費：入場無料（一部有料プログラム有）

　早稲田大学競技スポーツセンターと体育各部実行委員会は、2019年9月16日（月/敬老の日）に第8回目となる

「2019早稲田スポーツフェスタin東伏見」を開催いたしました。

　このイベントは、早稲田大学の体育施設が集まる東伏見キャンパス周辺にお住いの方々や、早稲田スポーツファ

ンの皆様に感謝の気持ちを表すために、また、高いレベルの文武両道の実現と、グローバル人材の育成を目指す早

稲田アスリートプログラム（WAP）における社会貢献活動の一環として、体育各部の部員が中心となり主体的に各

種スポーツ体験教室等の企画から運営を行っています。8年目で初めて朝から雨天となり、ほとんどの屋外企画を

中止しての実施となりましたが、約3,000人のお客様が早稲田スポーツの聖地・東伏見にご来場くださり、屋内で実

施された29種類の企画を通じてスポーツによる交流を深めました。

　今年は、開会式で、2012年ロンドン五輪の槍投げに出場

した競走部OBのディーン元気選手（2014年スポ科卒／現

ミズノ所属）が登場し、イベントの成功を祈念し「始投式」

としてジャベリックスロー（槍投げの小中学生版）を披露

し、オリンピアンの迫力ある投擲に会場は大いに盛り上が

りました。また、「学生アスリートの技術・身体能力を見

せる（魅せる）」をテーマに、開会式では、応援部チアリー

ダーズとラグビー蹴球部が競技デモンストレーションを

実施。閉会式では、競走部が競歩の実演と解説、少林寺拳

法部が団体演武を実演しました。間近で見る迫力に、会場

から大きな歓声と拍手があがりました。

開催概要

2019早稲田スポーツフェスタ in東伏見

ディーン元気選手の
ジャベリックスロー

少林寺拳法部による団体演武 ワセダベアとじゃんけん大会開会式でのラジオ体操

ラグビー蹴球部の
デモンストレーション
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スペシャルステージ

　植村智子アナウンサー（2003年人科卒/応援部チアリーダーズOG）の司会のもと、西東京市・丸山浩一市長、東

伏見商栄会・塙明人会長、株式会社アシックス・松下直樹取締役、アシックスジャパン株式会社・小林淳二代表取

締役社長／中西正取締役、稲門体育会・河野洋平会長など、多彩なゲストをお迎えし賑やかに進行しました。オー

プニングアクトでは、ちびっ子チア「Teddy Bears」による可愛いチアダンスが披露されました。続いて、昨年11月

に第17代早稲田大学総長に就任した田中愛治総長が早稲田スポーツへのご理解・ご支援に対する感謝を述べ、そ

の後、早稲田大学体育各部実行委員会・今村南委員長（庭球部・社学4年）が挨拶を行いました。続いて、ご来賓を

代表し、西東京市・丸山浩一市長より御挨拶をいただきました。さらに、応援部によるチア演技、第一応援歌「紺碧

の空」、必勝応援曲メドレーが披露され、お客様の手拍子と歓声で応援部と一丸となり、会場は大盛り上がりでした。

その後のトークセッションには、2018年よりア式蹴球部監督に就任し、前年2部から昇格を果たしたばかりのチー

ムを、関東大学サッカーリーグ戦1部優勝に導いた元Ｊリーガー外池大亮監督と、2018年アジア大会で日本代表に

選出され銅メダルを獲得したバスケットボール部の中田珠未選手が登場し、ちびっ子チアや応援部の演技の感想、

日頃の応援に対する御礼、今後の抱負などを述べられました。

ゲスト紹介

・外池  大亮 監督

ア式蹴球部監督。1997年社会科学部卒。

1997年～2007年シーズンまで、ベルマーレ平塚、横浜F・マリノス、大宮アルディー

ジャ、ヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島、モンテディオ山形、湘南ベルマーレ

にてプロサッカー選手として活動。2018年にア式蹴球部監督就任。前年2部か

ら昇格を果たしたばかりのチームを、関東大学サッカーリーグ戦1部優勝に導く。

・中田  珠未 選手

バスケットボール部。スポーツ科学部４年。

2017年ユニバーシアードで日本女子チーム50年ぶりとなる銀メダル獲得。2018

年アジア大会で日本代表選手に選出され銅メダル獲得。東京2020大会への出

場、活躍が期待される。

2019早稲田スポーツフェスタ in東伏見

田中愛治総長 丸山浩一西東京市長

外池監督と中田選手のトークセッション

体育各部実行委員会・今村南委員長（庭球部）

ちびっ子チア「Teddy Bears」によるチアダンス

応援部による必勝応援曲メドレー
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プログラム概要と各参加人数
　　

会場 プログラム 開催時間
体験
時間 主な対象 参加人数 メッセージ

A

野球を楽しもう！
スピードガン&ホームラン競争

10:30～ 13:10 5 分 お子様～大人 雨天中止 ぜひお子様連れでいらしてください！

どこまで飛ばせるかな？
ティーボールバッティング！

13:30～ 15:30 10 分 お子様～大人 雨天中止
どなたでも参加でき、野球初心者でも楽
しめます！

B

空手をやってみよう ①13:30～14:30
② 14:30～15:30 10 分 お子様～大人 50名 突き蹴りを決めよう！

地域触れ合い・レスリング教室！！
（皆で体を動かそう）

①10:30～11:10
② 12:30～13:10 40 分 お子様～大人 50名

レスリングを通じて体の使い方をもっと
知ってみよう！！

体操教室 2019 ①11:30～12:10
② 13:30～14:10 40 分 4歳以上～小学生 120名

体育のマット運動でヒーローになりたい
ちびっこ集まれ！！ 大学生のお兄さん・お
姉さんがスペシャルな技を披露してくれ
ます！

柔道教室 14:30～ 15:10 40 分 4歳以上～小学生 29名

豪快に相手を投げる柔道の魅力を知るこ
とができるチャンスです！ 柔道部の学生
が優しく楽しく魅力を伝えるのでぜひご
参加ください！

秘技　少林寺拳法
①10:30～11:30　　
②11:30～12:30　　
③12:30～13:30

25 分 お子様～中学生 41名
秘技、試してみませんか？
迫力満点の演武あり！！

キックターゲット 13:30～ 15:30 3 分 4歳以上～小学生 300名
東伏見のグラウンドでサッカーを一緒に
楽しもう！！

C 野球部展示「野球部の歴史」 10:30～ 15:30 － お子様～大人 － 野球部の歴史を公開

D

大学テニストップを体感！
テニス教室！

①10:30～11:10　　
②13:30～14:10 40 分 お子様～大人 60名 エア Kを伝授します！！　※運動靴要

ソフトテニス教室 ①11:30～12:10　　
②14:30～15:10 40 分 お子様～大人 110名

初心者大歓迎です。一緒に楽しみましょ
う！　※運動靴要

E

アーチェリー体験会 10:30～ 13:30 10 分 お子様～大人 雨天中止
お子様から大人まで体験可能です！
ただし完全整理券制のためお早めに。

ちびっこ野球教室 ①13:30～14:10　　
②14:30～15:10 40 分 4 歳以上～小学生 雨天中止 みんなで楽しく野球をしましょう！

応援部 1日体験 ①10:30～11:30　　
②13:30～14:30 15 分 お子様～大人 雨天中止

リーダー・吹奏楽団・チアの体験が出来
ます！ 一緒に早稲田を盛り上げよう！

ちびっこリレー ①11:30～12:10　　
②14:30～15:10 40 分 4歳以上～小学生 雨天中止

競走部員による走り方教室！
ちびっこリレーでみんなと競い合おう！

F

馬とふれあおう！ ジュニア乗馬体験　
①10:30～11:30　　
②11:30～12:30　　
③13:30～14:30　　
④14:30～15:30

5分
小学生・中学生・　　

大人

雨天中止
東伏見にいる馬たちに乗ってみません
か！？　※騎乗料 500 円

馬とふれあおう！ 餌やり体験　 10:30～ 15:30 10 分 400名
馬たちの大好きな人参をあげに来てね！　
※餌代 300 円

G

ラクロスを体験！ ゴールを決めよう！ ①10:30～11:30　　
②14:30～15:30 15 分 お子様～小学生 雨天中止

地上最速のスポーツをぜひ体験してみよ
う！ 鉄壁のゴールキーパーとシュート勝負！

フラッグフットボール体験 ①11:30～12:30　　
②14:30～15:30 30 分 4歳以上～小学生 雨天中止

アメフト選手と一緒にからだを動かそう！
ぜひ遊びに来てください！

ALL WASEDA　玉入れ大会 13:30～ 14:10 40 分 お子様～小学生 雨天中止 逃げる籠を追いかけろ！

グライダー体験搭乗！
今日から君もパイロット！

10:30～ 15:30 5分 お子様～大人 雨天中止

実際に使用しているグライダーに体験搭
乗できます。また、搭乗の待ち時間には
部員による紙飛行機教室も実施します。

H

わくわく！ ラグビー体験 ①10:30～11:10　　
②11:30～12:10 40 分 4歳以上～小学生 雨天中止 めざせ！早稲田の赤黒！ 

サッカー教室 ①13:30～14:10　　
②14:30～15:10 40 分 4歳以上～小学生 雨天中止

東伏見のグラウンドでサッカーを一緒に
楽しもう！！

自動車部競技車両展示＆体験搭乗
「レースカー」

10:30～ 15:30 5 分 お子様～大人 雨天中止

昨年全国制覇した競技車両を展示＆搭乗
体験！ 普段は乗れないようなレースカー
に、君も乗ってみよう！

2019早稲田スポーツフェスタ in東伏見
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会場 プログラム 開催時間
体験
時間 主な対象 参加人数 メッセージ

I
チャレンジ！ ゴルフ体験！ ①10:30～11:30　　

②13:30～14:10 10 分 お子様～大人 雨天中止

実際のクラブでゴルフを体験してみよう！
現役の部員が手取り足取り教えます。楽
しんだ後は景品もあるよ！！

ウキウキ！ ホッケー体験 ① 11:30～ 12:30　　
② 14:30～ 15:30 60 分 お子様～大人 雨天中止

五輪注目競技、ホッケーを楽しくやって
みよう！

J

「ボッチャ」体験しようよ！ 10:30～ 11:30 60 分 お子様～大人 150名 人気のパラリンピック種目に挑戦！

ボクシング体験教室 10:30～ 11:30 15 分 お子様～中学生 90名
グローブをはめてミット打ちを体験しよ
う！

わくわく！ ハンドボール教室 11:30～ 12:30 40 分 お子様～中学生 50名
ハンドボールをみんなで一緒に楽しもう！　
※室内シューズ要

スペシャルステージ
（ちびっこチア＆応援部）

12:30～ 13:30 － お子様～大人 －

Let's KENDO 13:30～ 14:10 40 分 小学生・中学生 32名 剣道部員と一緒に楽しく剣道しよう！！

Let's ピンポン 13:30～ 14:30 5 分 お子様～大人 150名
早稲田大学卓球部員と卓球を楽しみま
しょう。　※室内シューズ要

ステップ！ ジャンプ！ シュート！ 14:30～ 15:10 40 分 4歳以上～小学生 40名

バスケットに興味がある子大歓迎！　
一緒にバスケを楽しみましょう！　
※室内シューズ要

弓道体験 10:30～ 15:30 15 分 お子様～大人 1223名 的に矢を中ててみよう！！

ちびっこ相撲教室 10:30～ 12:10 40 分 4歳以上～小学生 25名
日本の国技に触れてみよう！　
※短パン・Tシャツ・タオル持参

ちゃんこフェス2019

① 12:00 ② 12:15　　
③ 12:30 ④ 12:45　　
⑤ 13:00 ⑥ 13:15　　
⑦ 13:30 ⑧ 13:45　　
⑨ 14:00 ⑩ 14:15　
⑪ 14:30 ⑫ 14:45

15 分 お子様～大人 455名 早大相撲部の伝統のちゃんこを食べよう

目指せ！ 未来のオリンピアン
～わくわく！ ボート体験～

①10:30～11:30　　
②12:30～13:30　　
③14:30～15:30

5 分 お子様～大人 100 名

ボートってどんな競技が知っていますか？
白熱するレースをエルゴで体験してみよ
う！

君は何キロ持ち上げられるかな？
ウエイトリフティング教室

①11:30～12:30
②13:30～14:30 25 分 お子様～大人 50名 お子様から大人まで参加可能 !

K
早稲田スポーツ新聞会写真展 10:30～ 15:30 － お子様～大人 － カッコいい感動の瞬間を見てみよう！

飲食・休憩スペース 10:30～ 15:30 － お子様～大人 －

L ボルダリング教室 10:30～ 15:30 40 分 4歳以上～小学生 75名
ボルダリングを体験しよう！ みんな来て
ね！

M

「なるほどがいっぱい！ みるく教室
「骨って大切」講座」

13:30～ 14:10 40 分 小学生 40名
健康で大きな体になる秘密がわかるか
も！？

ライフルシューティング体験 ① 10:30～ 13:30　　
② 14:30～ 15:30 5 分 お子様～大人 400名

デジタルライフルとデジタルピストルの
体験が出来ます。かっこよく射撃をやっ
てみよう！

グライダーシミュレーター体験 10:30～ 15:30 10 分 お子様～大人 195名 グライダーのシミュレーター体験に挑戦！

速く泳ぐための陸上トレーニング ①11:30～12:10　　
②12:30～13:10 40 分 小学生・中学生 45名

速く泳ぐための陸上トレーニングを楽し
く一緒にやってみよう

テント、寝袋体験！ 11:30～ 14:10 20 分 3歳以上～大人 60名
実際に活動で使っているテント、シュラ
フを体験してみてください！

飲食・休憩スペース／写真撮影スポット
／授乳室／オムツ台

10:30～ 15:30 － お子様～大人 －

キッズ休憩スペース 10:30～ 15:30 － お子様～大人 －

本部 スタンプラリー 10:30～ 15:30 － お子様 雨天中止
スタンプを集めよう！　先着 1000 名様
にプレゼント

2019早稲田スポーツフェスタ in東伏見
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2019早稲田スポーツフェスタ in東伏見

プログラムの

模　様

ソフトテニス教室（軟式庭球部） 馬とふれあおう！ 餌やり体験（馬術部）

体操教室2019（体操部） 柔道教室（柔道部） 秘技　少林寺拳法（少林寺拳法部）

野球部展示「野球部の歴史」 大学テニストップを体感！ テニス教室！（庭球部）

「ボッチャ」体験しようよ！（実施団体：ココスポ東伏見）

ボクシング体験教室（ボクシング部） わくわく！ ハンドボール教室（ハンドボール部） Let's KENDO（剣道部）

空手をやってみよう（空手部） 地域触れ合い・レスリング教室！！（レスリング部）

キックターゲット（ア式蹴球部）
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2019早稲田スポーツフェスタ in東伏見

ちびっこ相撲教室（相撲部）

Let's ピンポン（卓球部） ステップ！ ジャンプ！ シュート！（バスケットボール部） 弓道体験（弓道部）

目指せ！ 未来のオリンピアン～わくわく！ ボート体験～（漕艇部）

君は何キロ持ち上げられるかな？ ウエイトリフティング教室
（ウエイトリフティング部） ボルダリング教室（山岳部）

なるほどがいっぱい！ みるく教室「骨って大切」講座
（オリンピック･パラリンピック等経済界協議会）

ライフルシューティング体験（射撃部） グライダーシミュレーター体験（航空部） 速く泳ぐための陸上トレーニング（水泳部）

テント、寝袋体験！（ワンダーフォーゲル部）

ちゃんこフェス２０１９（相撲部）
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駅ポスター

　ご協賛各社様よりブースの出展をいただきました。早稲田大学と連携する

アシックスジャパン（株）様のブースでは、サッカーシューズの試履きがで

きる「TRY!ASICS!」、ユニフォームを着ての写真撮影コーナーが設けられ、

西東京稲門会様のブースでは輪投げが行われました。また、大塚製薬（株）様

のブースでは来場者に熱中症対策としてポカリスエットが無料でふるまわれ

ました。その他、東伏見商栄会様をはじめとする地域ではお馴染みの多数の

飲食ブースやキッチンカーが並び、賑やかで楽しい会場となりました。

出展ブース・

フードエリア等の

模　様

広報

早稲田大学
競技スポーツセンター
WASEDA University 
Athletic Center

〒162-8644

東京都新宿区戸山1-24-1
Tel.０３-５２８６-３７５７

2019早稲田スポーツフェスタ in東伏見

アシックスジャパン株式会社

フードエリア①

大塚製薬株式会社

アシックスジャパン株式会社「TRY!ASICS!」

フードエリア② フードエリア③

わたあめサービス
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