
2019.11.23
世田谷区立総合運動場 陸上競技場（世田谷区大蔵4-6-1）

10:00-15:00
SAT

※観覧をご希望で事前申込みをしていただいた方には、記念品をプレゼント！

観覧無料   観覧者・体験者募集（裏面参照）FREE

主催｜世田谷区 ／ 共催｜公益財団法人 世田谷区スポーツ振興財団

イベント内容
PROGRAM

10:00-10:30
開所式

※ゲストは変更になる場合がございます。

13:00-15:00
【第2部】
アメリカ オリンピック・パラリンピック委員会
によるアメリカ陸上競技選手との交流イベント

マイケル・ノーマン／タチアナ・マクファデン
ゲスト

10:45-12:45
【第1部】
トラック&フィールドイベント
～ 一流の陸上競技選手の技を“生”で観よう ～

ミズノトラッククラブ選手９名

パラアスリート

ゲスト

飯塚 翔太／野澤 啓佑／松下 祐樹／荻田 大樹／
ディーン元気／金井 大旺／中村 太地／市川 華菜／
和田 麻希

副島 正純

こ の 秋 、 陸 上 競 技 場 が 生 ま れ 変 わ る ・ ・ ・

オープニ
ングイベ

ント
総 合 運 動 場 陸 上 競 技 場



右記QRコードよりお申し込みください。
事前申込みをしていただいた方には記念
品を用意しています。（数に限りがございます。）
※申込みにはシステム登録が必要です。

定員：100名（抽選）　対象：区内在学の小学4～6年生
詳しくは、令和元年10月下旬に別途チラシや区ホーム
ページ等にてお知らせいたします。

[種目] 100m、200m     
[実績] 2012年 オリンピック ロンドン大会 200m 代表／4×100mリレー 4位
　　　2016年 オリンピック リオデジャネイロ大会 4×100mリレー 銀メダル
　　　　　　　オリンピック リオデジャネイロ大会 200m 代表

ミズノトラッククラブ所属選手

パラアスリート

飯塚 翔太 ※ミズノトラッククラブ キャプテン
いいづか  しょうた

[種目] 110mハードル
[実績] 2018年 ジャカルタアジア大会 110mハードル 5位
　　　2019年 世界陸上 ドーハ大会 110mハードル 代表

金井 大旺
かな い    たいおう

[種目] 400mハードル
[実績] 2016年 オリンピック リオデジャネイロ大会 400mハードル 代表

野澤 啓佑
の  ざわ  けいすけ

[種目] 400mハードル
[実績] 2015年 世界陸上 北京大会 400mハードル 代表
　　　2016年 オリンピック リオデジャネイロ大会 400mハードル 代表

松下 祐樹
まつした   ゆう き

[種目] 棒高跳び
[実績] 2015年 世界陸上 北京大会 棒高跳び 代表
　　　2017年 世界陸上 ロンドン大会 棒高跳び 代表
　　　2016年 オリンピック リオデジャネイロ大会 棒高跳び 代表

荻田 大樹
おぎ た    ひろ き

[種目] 砲丸投げ
[実績] 2015年 日本選手権 2位
　　　2018年 セイコー ゴールデングランプリ陸上 大阪 （日本記録）

中村 太地
なかむら  だい ち

[種目] やり投げ
[実績] 2012年 オリンピック ロンドン大会 やり投げ代表

ディーン元気
     　　　　     げん き

[種目] 100m、200m
[実績] 2009年 世界陸上 ベルリン大会 4×100mリレー 代表
　　　2009年 アジア選手権広州大会 4×100mリレー 代表

和田 麻希
 わ   だ     ま   き

[種目] 100m、200m
[実績] 2012年 オリンピック ロンドン大会 4×100mリレー 代表
　　　2015年 世界陸上 北京大会 4×400mリレー 代表

市川 華菜
いち かわ   か   な

[種目] 200m、400m
[実績] 2018年 400m室内世界記録樹立
　　　2019年 全米選手権 400m 銀メダル
　　　2019年 世界陸上 ドーハ大会 400m代表

マイケル・ノーマン

[種目] 車いす短距離・マラソン
[実績] パラリンピック（アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロ）4大会連続出場 
　　　2012年 パラリンピック ロンドン大会 金メダル3個、銅メダル1個
　　　2016年 パラリンピック リオデジャネイロ大会 金メダル4個、銀メダル2個
　　　4大マラソン（ボストン、ロンドン、シカゴ、ニューヨークシティ）グランドスラム4回達成
　　　パラリンピック メダル 17個、世界選手権 メダル 17個

タチアナ・マクファデン

[種目] 車いすマラソン
[実績] パラリンピック（アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロ）4大会連続出場
　　　2004年 パラリンピック アテネ大会 4×400mリレー銅メダル／マラソン10位
　　　2007年 世界陸上 大阪大会 車いす1500m 銀メダル
　　　2016年 パラリンピック リオデジャネイロ大会 マラソン11位

副島 正純
そえじま   まさずみ

アメリカ陸上競技選手

タイムスケジュール

10:00

13:00

10:45

開所式

【第1部】
トラック&フィールドイベント
～ 一流の陸上競技選手の技を“生”で観よう～

ミズノトラッククラブ選手９名、
パラアスリート副島正純

マイケル・ノーマン／タチアナ・マクファデン

イベント観覧をご希望の方

TIME SCHEDULE
ゲスト
GUESTS

申込方法
ENTRY

開催場所
ACCESS

お問合せ

オープニングイベント全体について

CONTACT

ゲスト

【第2部】
アメリカ陸上競技選手との交流イベント

※ゲストは変更になる場合がございます。

ゲスト

世田谷区立総合運動場 陸上競技場
（世田谷区大蔵4-6-1）

世田谷区スポーツ推進課
TEL 03-5432-2744 FAX 03-5432-3080

令和元年11月10日（日） 23:59まで申込期限

イベント観覧申込みについて

（公財）世田谷区スポーツ振興財団
TEL 03-3417-2811 FAX 03-3417-2813

成育医療研究
センター前

区立総合運動場

NHK
放送技術研究所

スーパー
マーケット

清掃工場

目黒星美学園国立成育医療
研究センター

大蔵住宅

区立
大蔵第二
運動場

プール
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テニス
コート

体育館

野球場
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八
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東 名 高 速 道 路

区立総合運動場
陸上競技場

世田谷通り

東京 IC

【第2部】「アメリカ陸上競技選手との交流イベント」の
参加をご希望の方


