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■お問い合わせ
株式会社さいたまアリーナ　TEL.048-601-1122 さいたまスーパーアリーナ スポーツフェスティバル

Access
■キッズ向けアトラクションの実施
　（ボルダリング、ストリートラグビー、セパタクロー、スケートボード、
　 スカッシュ、キッズテニスPLAY＆STAYの実施など）
■スポーツ大会の実施
　（3x3 TOURNAMENT.EXE 北関東Final、3x3 GAME.EXE in SPORTS Festival 2016）
■パラスポーツ等の体験会
　（ブラインドサッカー、車いすバスケット、ビームライフル、スウィングゴルフ）
■スポーツメーカーによる出展、スポーツグッズの販売

2016年4月29日（金・祝）・30日（土）・5月1日（日）日 程

内容
（予定）

さいたまスーパーアリーナ コミュニティアリーナ場 所
無料（一部アトラクションについては参加費あり）入 場

さいたまスポーツコミッション、一般社団法人関東車椅子バスケットボール連盟、
埼玉県ライフル射撃協会、埼大ワールドカップ実行委員会、ヨネックス株式会社、
一般社団法人日本セパタクロー協会、株式会社ピーエスジェイコーポレーション、
ゼビオグループ、ストリートラグビーアライアンス、日建リース工業株式会社、
ＮＰＯ法人浦和スポーツクラブ、桜区地域スポーツクラブさくらっく、富士通株式会社、
ＮＰＯ法人さいたまスポーツクラブ、浦和美園ＳＣＣ“うらら”（予定）、3x3.EXE 事務局

さいたま市／株式会社さいたまアリーナ■主 催
埼玉県■共 催

■協 力

EVENT SUMMARY

このイベントは共催であり、開催に要する経費は、32,000,000円です。 （このイベントの開催に要したさいたま市の負担額は、15,000,000円です。）

本イベントは、さいたま市と株式会社さいたまアリーナが主催となり開催いたします。
【担当】さいたま市都市戦略本部 オリンピック・パラリンピック部（お問い合わせ） TEL.048-829-1023　
E－mail：olympic-paralympic@city.saitama.lg.jp
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2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会で、
埼玉県内ではオリンピックで４競技、パラリンピックで
1競技が開催されます。また、2019年には、ラグビー
ワールドカップが県内では熊谷ラグビー場で実施されま
す。両大会をみんなで一緒に盛り上げましょう！！

2020オリンピック・パラリンピック／
ラグビーワールドカップ2019を盛り上げよう（展示）

URL http://www.city.saitama.jp/

4/29（金・祝）10:00～18:00
4/30（土）10:00～18:00  5/1（日）10:00～18:00

時

申 展示のため申込不要 ¥ 無料
他 写真パネルや記念品等の展示

昨年開催された「J : com 
presents 2015ツール・ド・
フランスさいたまクリテリウ
ム」の記録写真を展示しま
す。さらに、大会DVDの放
映や、表彰台を模した記念撮
影コーナーも設置します。

ツール・ド・フランスさいたまクリテリウム記録写真展示
URL http://saitama-criterium.jp/

時 4/29（金・祝）10:00～18:00
4/30（土）10:00～18:00  5/1（日）10:00～18:00

申 随時受付 ¥ 無料

「第２回さいたま国際マラソ
ン」出場ランナー間もなく募
集開始します。こちらのブー
スではポスターと同じ背景で
あなたがモデルになって撮影
することができます。
ぜひお立ち寄りください。

第２回さいたま国際マラソン
URL http://saitama-international-marathon.jp

時 4/29（金・祝）10:00～18:00
4/30（土）10:00～18:00  5/1（日）10:00～18:00

申 随時受付 ¥ 無料

身体にセンサーなどをつけることな
く、3Dセンサーで人の動きをモニタ
リングする「Skill Monitor for Golf」
で、スイング診断を行います。
あなたのスイングと、理想のスイング
の違いが数値でわかります。

ゴルフスイング診断 『SkillMonitor for golf』
URL http://www.fujitsu.com/jp/

時 4/29（金・祝）10:00～18:00  4/30（土）10:00～18:00
5/ 1（土）10:00～18:00

申 先着順 ¥ 無料

画像アタリ
画像アタリ

画像アタリ

おしゃもじの形をしたパドルを使っ
ていろいろな動きを楽しんでみませ
んか。無理なく楽しくリズムに乗っ
て体力づくり、どなたでも出来る簡
単な健康体操です。

パドル健康体操
URL http://nposaispo.sakura.ne.jp/

時 4/29（金・祝）12:00～14:00 申 随時受付 ¥ 無料

キンボール・ノルディックウォーキング・フラッグフットボール体験
URL http://www.urawasc.org/

時 4/30（土）10:00～12:00 （フラッグフットボール）
　　　　 12:00～14:00 （キンボール・ノルディックウォーキング）

申 先着順 ¥ 無料

キンボールは、大きなボールをヒッ
トやレシーブするゲームです。ノル
ディックウォーキングは、ポールを使
うウォーキングです。フラッグフット
ボールは、アメリカンフットボール起
源のタックルのないスポーツです。

定員：キンボール・ノルディック
ウォーキング…各20名、

フラッグフットボール…小学生低学年
15名、小学生高学年15名 合計30名

他

写真提供：一般社団法人
日本キンボールスポーツ連盟

写真提供：特定非営利活動法人
日本ノルディックウォーキング協会

3人一チームで行うバドミントンと
羽根突きの組み合わせた誰でも気軽
にできるニュースポーツ、おじい
ちゃん、おばあちゃんもお孫さんと
一緒に楽しめます。
「ちょっといい汗かきませんか！」

家族でエンジョイ「ファミリーバドミントン」
URL http://urawamisono-scc.com/

時 5/1（日）12:00～14:00 申 随時受付 ¥ 無料
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スタジアムに観戦に行くのではなく、
街の中にグランドを作ってしまおう！
…そんな発想からストリートラグビー
は生まれました。ボールを持って走る
楽しさ、トライ出来る達成感を人工芝
の上で楽しんでください。

ストリートラグビー
URL http://street-rugby.com/

時 4/29（金・祝）10:00～18:00  4/30（土）10:00～18:00
5/1（日）10:00～18:00

申 随時受付 ¥ 無料

ビームライフルは、光線銃で安全な
銃ですが、エアライフルと全く同じ
大きさの標的を10m離れた所から撃
ちます。国体の種目にもなっていま
す。真中の10点に当たった時の爽快
感と集中力を鍛えたい方！！ぜひ体
験してください。また、ファイナル
（決勝）のデモも実施します。

ビームライフル体験 及び ファイナル（決勝）デモ

時 4/29（金・祝）10:00～18:00 17:00受付終了
4/30（土）10:00～18:00 17:00受付終了

申 先着順 ¥ 無料 他 ファイナル（決勝）デモは、
11:30～12:30に実施

テニス、バドミントン、スカッシュ
それぞれの良さを融合させた、新
しい次元のラケットスポーツです。
2001年にドイツで生まれ競技人口は
3万人に拡大中。これからブレイク間
違いなしの注目のスポーツです。

今ヨーロッパで話題の超高速ラケットスポーツ クロスミントン！！
URL http://speedminton-japan.com

時 4/29（金・祝）10:00～14:00
4/30（土）12:00～14:00

申 先着順
随時受付

¥ 無料

未経験者・初心者を対象に楽しくバスケットボー
ルに触れてもらうためのバスケクリニックを開
催！バスケをやったことのないお子様も安心して
ご参加いただけるようなオリジナルプログラムを
展開します。みんなでバスケを楽しもう！

バスケキッズフェスティバル
URL http://www.basketballkidsfestival.jp/

時 4/29（金・祝）①10:15～11:30②11:45～13:00③13:45～15:00④15:30～16:45
4/30（土）⑤10:15～11:30⑥11:45～13:00⑦13:45～15:00⑧15:30～16:45
※5/1（日）10:00～16:00は事前申込み不要のオープンフェスティバルを開催します（バスケクリニックは実施なし）。

¥ 無料

4/29,4/30は事前申込み必要 ※5/1は随時受付
申込みは上記URLバスケキッズフェスティバルのオフィ

シャルサイトよりお願いします。◇定員：各回20名◇対象：①,
③,⑤,⑦ターム 1～3年生、②,④,⑥,⑧ターム 4～6年生
※いずれもバスケットボール未経験者、初心者が対象 

申

「3人制バスケは未経験だけど、やっ
てみたい！」「3x3で友だちとワイ
ワイ騒ぎたい」など、とにかく3x3
の試合がしたいプレイヤー、チーム
のための大会「3x3 GAME.EXE」
「GAME.EXE」には、子どもから大
人といった様々なカテゴリーがある
中で、今回は「小学生/男女カテゴ
リー」を開催！小学生たちのアツい
試合を、ぜひご覧ください！

3x3 GAME.EXE in さいたま SPORTS Festival 2016
URL http://exe.3x3league.com/

時 4/29（金・祝）10:30～16:10
4/30（土）男子準決勝/決勝：13:00～13:40/15:30～15:50
女子決勝：15:10～15:30  ※時間は、事前に予告なく変更になる場合がございます。

¥ 観戦無料

3人制バスケットボール「3x3」
の公式大会が観戦無料！3x3とは
3on3を国際バスケットボール連盟
（FIBA）が世界的に基準を統一さ
せ、オリンピック正式種目化を目指
し全世界で推進している新しいスタ
イルのバスケ。スピーディーな迫力
あるプレーが間近で観戦できるチャ
ンス！ぜひご観戦ください。

3x3 TOURNAMENT.EXE SAITAMA Ⅱ / 北関東Final 
URL http://exe.3x3league.com/

時 SAITAMA 2（予選）11:00～17:00 / 北関東Final（決勝）11:00～17:00
※時間は、事前の予告なく変更になる場合がございます。

¥ 観戦無料

通称「イスバス」とも呼ばれ、最
近は大学生を中心に愛好する人が
増えてきました。車椅子操作と
ボールコントロールを両手だけで
行うので最初は戸惑いますが、一
味違うバスケットをあなたも体験
してみませんか。

車イスバスケ体験
URL http://www.geocities.co.jp/Athlete/1737/kantoHP/index/

時 4/29（金・祝）14:00～17:30
4/30（土）14:00～17:30

申 随時受付 ¥ 無料

AJSA公認スケートボードのプロ 
山崎勇亀プロ監修のスクールを体
験、プロ監修のわかり易い指導で
スケートの基礎が学べます。スケー
トボード、ヘルメット、プロテク
ターの無料レンタルもご用意してお
りますので、スケートボードの経験
の無いお子様から安心して参加頂け
ます。

山崎勇亀プロ スケートボード ジュニア体験スクール

時 申 先着順
随時受付

¥ 無料 他 対象年齢 5歳～12歳まで4/29（金・祝）10:00～18:00
4/30（土）10:00～18:00
5/1（日）10:00～18:00

東京オリンピックの公開競技候補の話題で
知名度も上がってきた『スカッシュ』を体
験できるイベントです。コートは通常サイ
ズの約3分の2の大きさの『エアースカッ
シュコート』を使用した、簡単にスカッ
シュという新しいスポーツを体感して頂け
るイベントです。当日は、美女アスリート
としても有名な松井千夏プロ選手も来場
し、イベントを盛り上げます！是非、ス
カッシュを体験してください！！

松井千夏プロも登場！エアースカッシュ体験
URL http://www.sq-cube.com/

時 4/29（金・祝）10:00～18:00
4/30（土）10:00～18:00
5/1（日）10:00～18:00

申 要事前予約
（一部随時受付
の時間あり）

¥ 無料 他 プロが来場する時間などは、現段階
では調整中ですが随時ホームページ
などでお知らせする様に致します。

リオパラリンピック予選に出場した
日本代表　加藤 健人選手とブライ
ンドサッカーを体験してみよう！体
験すれば競技の魅力をきっと発見で
きるはず。視覚に障がいのある、な
しに関係なく、またサッカー初心者
でも楽しめるので、多くの方のご参
加を待っています！

体験！ブラインドサッカー
URL http://sc-sakurakku.sakura.ne.jp/

時 5/1（日）10:00～12:00 申 随時受付 ¥ 無料

■新しいサッカーゲームで遊ぼう！
 5月1日（日）13:00～15:00
サッカー未経験者、子供や女性も大
歓迎！７種類のゴールにシュートを
決めろ、フットショット。そり立つ
壁を撃ち落とせ、キッキング・スナ
イパー。新しいサッカーゲームで遊
ぼう！埼大ワールドカップ実行委員
会が運営。

新しいサッカーゲームで遊ぼう！
URL https://www.facebook.com/saidai.world.cup

時 5/1（日）13:00～17:00 申 随時受付 他 埼玉大学の学生によるパフォー
マンスがあるかも。

¥ 無料

ウォールクライマーの醍醐味は達成
感！！非日常の絶壁を駆け上がるに
は体力はもちろん一手先・二手先を
読む、考える力も必要です。スター
ト地点からゴール地点まで戦略を組
み立て、登りきったときの達成感は
一度味わってしまうとハマッてしま
うこと間違いなし。足や全身のバラ
ンス、柔軟性を駆使してゴールまで
登りきろう。

ウォールクライマー
URL http://www.nrg.co.jp/nikkenlease/

時 4/29（金・祝）10:00～18:00
4/30（土）10:00～18:00
5/ 1（日）10:00～18:00

申 随時受付 ¥ 500円 他 対象年齢 小学生以上
体重 30kg以上、90kg未満

ウォールクライマーのミニチュア
版ですが小さいお子様にとっては
充分達成感を味わえるアトラク
ション。横移動でホールドを選ん
で思考力、判断力、忍耐力などを
養ってお子様の感受性を鍛えま
しょう。好奇心旺盛なお子様に
ぴったりのアトラクションになって
いますので是非、お試しください。

ミニボルダリング
URL http://www.nrg.co.jp/nikkenlease/

時 4/29（金・祝）10:00～18:00  4/30（土）10:00～18:00
5/1（日）10:00～18:00

申 随時受付 ¥ 無料

国際テニス連盟加盟の160カ国で拡大している「PLAY+STAY」!テニス
の楽しさを分かり易くアレンジしたプログラム。今回は「ヨネックス
キッズアカデミー」としてテニスをしたい子供たちを募集します！
目と体の協調性から、コーディネーション、さらに体幹を用いて、
楽しくゲームまで出来るよう頑張りましょう。親子やペアで参加し
て頂き、楽しみながらコミュニケーション能力も高めて行きます。

PLAY+STAY（キッズ+テニス）
URL http://www.yonex.co.jp/    http://tennisplayandstay.jp/top.html

時 4/29（金・祝）10:00～11:30、12:00～13:30、14:00～15:30、16:00～17:30
4/30（土）10:00～11:30、12:00～13:30、14:00～15:30、16:00～17:30
5/1（日）10:00～11:30、12:00～13:30、14:00～15:30、16:00～17:30

¥ 無料 他 多数応募の場合、土曜
日16:00～17:30追
加枠として実施

要事前申込み ●/●から受付 お名前・連絡先・お子様の年齢・希
望日時を記載して、FAXにて、㈱さいたまアリーナ（048-601-

1120）にお申込みください。 定員：各回先着40組 対象：お子様の年齢
4～12歳の親子ペアのみ ※お子様だけではご参加いただけません。

申

そのダイナミックなアタックから空
中の格闘技と言われる東南アジア発
祥のスポーツ、セパタクロー！足で
行うバレーボールと言われるように
アタックを打つ人の他にサーブを打
つ人・トスを上げる人と役割はいろ
いろで、空中でクルッと一回転でき
ないと楽しめないスポーツではあり
ません！是非この機会に体験してみ
てはいかがでしょうか？

空中の格闘技！セパタクロー体験講習会
URL http://jstaf.jp/

時 4/29（金・祝）10:00～12:00、14:00～18:00
4/30（土）10:00～12:00、14:00～18:00
5/1（日）10:00～12:00、14:00～18:00

申 随時受付 ¥ 無料

スラックラインはアメリカ生まれ、
上下左右に揺れるラインの上で歩い
たり座ったりジャンプしたりといろ
んな動作をして遊びます。体幹の安
定性やバランス感覚の向上のため、
アスリートにもトレーニングの一環
として取り入れられています。手軽
に体験できますので、みんなでチャ
レンジしてみよう！

スラックライン体験

時 4/29（金・祝）10:00～18:00　4/30（土）10:00～18:00
5/1（日）10:00～18:00

申 随時受付 ¥ 無料
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