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～ビーチゲームズ日本招致プロジェクト～
5 月 3 日（水）～7 日（日）東京都お台場海浜公園おだいばビーチにて
『JAPAN BEACH GAMES ® Festival2017』
を開催いたします。
NPO 法人日本ビーチ文化振興協会（理事長 朝日健太郎 所在地：東京都中央区新川）は、5 月 3 日（水）
～7 日（日）まで東京都お台場海浜公園おだいばビーチにてビーチゲームズ日本招致プロジェクト『JAPAN
BEACH GAMES ® Festival2017（ジャパンビーチゲームズ フェスティバル 2017）』を開催いたします。
本大会は、2008 年から 2 年（2016 年から 4 年毎に改正）に一度開催されているビーチスポーツ、マリン
スポーツ、ハイブリッドスポーツの国際大会「アジアビーチゲームズ」（アジアオリンピック評議会主催）、
「ワールドビーチゲームズ」
（国内オリンピック委員会連合主催）を 2024 年に日本へ大会を招致する啓発活
動の一環として、各スポーツの公式戦をプログラムの中心とした「ビーチゲームズ」となります。
「ビーチバレーボール」、
「ビーチテニス」
、「フレスコボール」の公式戦および「ビーチフラッグス(ライ
フセービング)」、
「ビーチドッジボール」の公認戦を実施致します。
また、5 月 5 日の子どもの日には、お子様からご年配の方も気軽に体験できるビーサン跳ばし、「ビーチ
フラックス」、
「フライングディスク」、綱渡りとトランポリンを合わせたニュースポーツ「スラッグライ
ン」などのビーチレクリエーションやトップアスリートが直接指導する「ビーチバレーボール」
、
「ビーチ
テニス」などのビーチスポーツも実施いたします。
開催中、環境を考え、竹を建材に使用した日除け「パーゴラ」を設置、海を臨み読書が楽しめる「海辺
図書館」として、イベントに訪れた方の憩いの場、海辺の過ごし方を提案します。
今後、ビーチゲームズ日本招致に向けて、スポーツイベントなどの取り組みを発信し、2024 年日本開催
に向けて全国で啓発活動を展開いたします。

【実施内容】
名
開催日

称:ジャパンビーチゲームズ®フェスティバル 2017
：2017年5月3日（水）～5月7日（日）（5日間）

実施会場：お台場海浜公園おだいばビーチ
主

(東京都港区台場1-4-1)

催：ジャパンビーチゲームズフェティバル2017実行委員会
（英表記：JAPAN BEACH GAMES Festival 2017実行委員会）

共

催：一般財団法人みなと総合研究財団

後

援：一般社団法人東京臨海副都心まちづくり協議会、東京臨海副都心グループ
国土交通省、観光庁、スポーツ庁、東京都（申請中）
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『ジャパンビーチゲームズ』出場選手
【ビーチバレーボール】
■村上

めぐみ（ムラカミ メグミ）

・ワールドツアー等
FIVB ワールドツアーグランドスラム ロングビーチ／第５位
・アジアツアー等
アジア女子ビーチバレーボール選手権２０１６／第３位
ＡＶＣアジアコンチネンタルカップ
リオデジャネイロオリンピックアジア大陸予選／日本代表
・ジャパンビーチバレーボールツアー２０１６
第４戦東京大会 マイナビシリーズ／優勝
第５戦行橋大会／第２位
■村上 斉（ムラカミ ヒトシ）
第６戦大洗大会／優勝
・ＪＶＡビーチバレーボール・オフィシャルポイントランキング／第４位（2017.3.12 現在）
第７戦若狭おばま大会／優勝
・ジャパンビーチバレーボールツアー２０１６チームランキング／第１位
第８戦伊予市大会／優勝
第９戦東京大会 マイナビシリーズ／優勝
第１０戦宮崎大会 第１７回霧島酒造オープン／第２位
ツアーファイナル／優勝
ランキング
・ Ｊ ＶＡ ビー チ バレ ーボ ー ル・ オフ ィ シャ ルポ イ ント ラン キ ング ／第 ２ 位

【ビーチテニス】

（2017.3.12 現在）
・ジャパンビーチバレーボールツアー２０１６チームランキング／第２位
■大塚 絵梨菜（オオツカ エリナ）
・JTA 日本ランキング-32 位。
・昨年春に硬式テニスからビーチに転向して、今年注目の選手。
3 月 11 日に千葉県で開催されたツアー大会で初優勝

■山本 直晃（ヤマモト ナオアキ）
・ITF 世界ランキング-21 位、JTA 日本ランキング-1 位
・日本代表選手としてビーチテニス会をけん引、全日本選手権
現在３連覇中。

【ライフセービング】
■和田賢一（ワダ ケンイチ）
・2014 世界インタークラブ選手権大会
・ビーチフラッグス準優勝
・2014 全豪選手権大会準優勝
・2014,2015,2016 全日本選手権大会優勝

【ドッジボール】
■谷村 有紀（タニムラ ユキ）
・2013 年 日本代表
・2016 年からは女子チームキャプテンを務め、チームを率いる。

■吉田 隼也（ヨシダ トシヤ）
・2012 年からは日本代表選手、男子監督、総監督を務め、第一線
でプレーを続けている。

【アルティメット】
■薦田 亮（コモダ リョウ）
・FDF2015 世界ビーチアルティメット選手権大会 男子部門 日本代表
・FDF2017 世界ビーチアルティメット選手権大会 男子部門 日本代表

■丹波 大士（タンバ ダイシ）
・FDF2008 世界アルティメット＆ガッツ選手権大会 男子 U20 部門
日本第代表
・WFDF2015 世界ビーチアルティメット選手権大会 男子部門
日本代表
・WFDF2017 世界ビーチアルティメット選手権大会 男子部門 日本代表

■前川 瑛美（マエカワ エミ）
・WFDF2017 世界ビーチアルティメット選手権大会
・男女混合（ミックス）部門 日本代表

【フレスコボール】
■芝 卓史（シバ タカシ）
・2017 年 JFBA ランキング第 1 位（3/27 現在）
−フレスコボールミウラカップ 第 1 位
・2016 年 フレスコボールワールドリーグツアー
− イタリア大会 男子の部 第 13 位
・2016 年 フレスコボールジャパンオープン（日本選手権）2016 第 2 位

■斉藤 亮太（サイトウ リョウタ）
・2017 年 JFBA ランキング第 1 位（3/17 現在）
−フレスコボールミウラカップ 第 1 位
・2016 年 フレスコボールワールドリーグツアー
− イタリア大会 男子の部 第 13 位
・2016 年 フレスコボールジャパンオープン 2016 第 2 位

【ビーチサンボ】
■村瀬晴香（むらせはるか）
・2014 プーチン大統領杯第 40 回全日本サンボ選手権大会女子+80kg 級
優勝
・2014 ワールドカップステージ・ハルランピエフ記念サンボ選手権大
会女子+80kg 級２位
・2014 世界サンボ選手権大会女子+80kg 級２位
・2014 ハルランピエフ記念サンボ選手権大会女子+80kg 級２位
・2015 ワールドカップ・ハルランピエフ記念サンボ選手権大会女子+80kg
級２位
・2016 アジアビーチゲームズサンボ競技+72kg 級２位
ビーチスポーツレクリエーション
5 月 5 日 体験型リクレーション

★ビーチバレーボール

★ビーチテニス

★ビーチドッジボール

★ビーチフラッグス

★ビーサン跳ばし

★フレスコボール

★フライングディスク

★スラックライン

★ビーチサンボ

「竹のパーゴラ」海辺の図書館

本件に関する問い合先
「ジャパンビーチゲームズ フェスティバル 2017」実行委員会
TEL：03-3552-1171

FAX：03-3552-1220

広報担当 廣瀬

Ｅ-MAIL : info@jbeach.jp

