
ステージ出演者の皆さま

ニュースポーツEXPO in 多摩 2016運営事務局（受付時間 平日 10:00～17:00）

TEL&FAX 03-3454-5067 mail   info@newsports-expo.com

〒108-0023

東京都港区芝浦3-8-10 MA芝浦ビル4F （株）JACOM内

■～3/10（木）までの連絡先

■3/11（金）～3/13（日）の連絡先

久志本：080-9531-1174

朝倉 ：090-4613-3270

＊上記事務局宛も転送により事務局員が対応します。

2016.3.2



1実施概要

ニュースポーツEXPO in 多摩 2016

日頃スポーツに親しむ事の少ない都民に対し、ニュースポーツを気軽に

体験できる場を提供し、ニュースポーツの普及、振興を図る

2016年3月12日（土）

2016年3月11日（金）

2016年3月13日（日）

9：30～16：00

国営昭和記念公園みどりの文化ゾーン ゆめひろば

〒190-0014 東京都立川市緑町3137

東京都、一般社団法人東京都レクリエーション協会、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

国営昭和記念公園

公益財団法人日本レクリエーション協会、立川市、立川商工会議所、立川観光協会、

立川市商店街連合会、特定非営利活動法人立川市レクリエーション協会、

特定非営利活動法人立川市体育協会

特定非営利活動法人 日本ワールドゲームズ協会、多摩都市モノレール株式会社

■タイトル

■目 的

■日 程

■設 営

■撤 去

■時 間

■会 場

□主 催

□共 催

□後 援

□協 力
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会場案内

【広域図】

【立川駅より】

会場：昭和記念公園 ゆめひろば



2会場全体レイアウト

会場レイアウト図

No 名称 内容

① 総合受付 各団体/一般/プレス受付案内

② 運営本部 事務局・救護・警備

③ 主催控室 主催者控室

④ 団体用着替えテント 男女別着替えルーム

⑤ ステージ ステージサイズ Ｗ8,2000×Ｄ3,500

⑥ ステージ出待ちテント 出演前待機テント

⑦ 着ぐるみ着替えテント 着ぐるみ着替え用

⑧ よしもとゲスト控室 よしもとゲスト用

⑨ アスリートゲスト控室 アスリート用

⑩ 着ぐるみ共用控室 着ぐるみスタッフ用共用控室

⑪ ステージ出演団体用共用控室 ステージのみに出演いただく団体共用テント

⑫ AED AED

①
②

③

④

⑤
⑥⑧

⑨

⑩
⑫ ⑦

⑪

⑫



3ステージプログラム

TIME 実施時間 コンテンツ名 出演者

7:00

8:00

30

9:00

30

30

30

11:00

30

12:00

10:00

13:00

30

14:00

30

30

30

16:00

30

15:00

9:45～10:00

10:00～10:25

11:10～11:30

11:35～11:50

12:00～12:15

12:20～12:35

12:40～13:00

13:55～14:25

14:25～14:30

15:30～15:55

13:05～13:25

10:30～11:00

13:30～13:50

14:45～14:55

15:00～15:30

13:50～13:55

14:35～14:45

ダブルダッチパフォーマンス

オープニングステージ

Let’s トリム

ボディビルポージングショー

ポリネシアンショー

ダブルダッチパフォーマンス

ACES☆KidsDance

アスリートスペシャルトーク

お楽しみ抽選会

エンディングステージ（じゃんけん大会）

皆で楽しく３B体操

ジバニャンバラエティーショー

ニュースポーツEXPOお笑いライブ

LJC ダンス パフォーマンス

ジバニャンバラエティーショー

お楽しみ抽選券配布

国営昭和記念公園の紹介ステージ

創価大学ダブルダッチ部 【R2】から
チーム【リべルタ】

岡﨑次長・並木理事長
伊藤華英・高橋みゆき・田口亜希・須佐勝明・
ワッキー ・大西ライオン・ジョイマン・山田カントリー

NPO法人東京トリム体操協会

佐藤貴規・澤田めぐみ

東京都フラ・タヒチ協会

創価大学ダブルダッチ部 【R2】から
チーム【リべルタ】

studio ACES

伊藤華英・高橋みゆき・田口亜希
・須佐勝明・（大西ライオン）

伊藤華英・高橋みゆき・田口亜希・須佐勝明

田口亜希・須佐勝明・
ワッキー ・大西ライオン・ジョイマン・山田カントリー

公益社団法人3B体操協会東京支部

ジバニャン・お姉さん

大西ライオン・ジョイマン・山田カントリー

立川ライフジョイクラブ

ジバニャン・お姉さん

大西ライオン

●●

9:30～9:45 オープニングコメント 司会のみ

ジバニャンバラエティーショー リハーサル8:00～8:30

7:45～7:55 LJC ダンス パフォーマンス リハーサル

8:30～8:40 ACES☆KidsDance



4ステージカー仕様

■ステージ後方に出待ちテントがございます。

■出待ちテントにて進行スタッフより、各プログラムの最終確認をさせていただきます。

■ステージ出演時間の15分前にご出演できる格好でステージ後方、出待ちテントにお越しください。

出待ちテント

出待ちテント出待ちテント

テクニカル

テント

パワー

ゲート

カーテン

SP台 SP台

＊ムービックプロモート様
（妖怪ウォッチ様）

控室

ステージ有効面
W8,200×D3,500（グレーパンチカーペット）

＊一部高さ制限有。H2,000程度

■上手/下手 袖有
■下手にパワーゲート有

■各ステップ有

着ぐるみゲスト、車椅子ゲストに
ついてはパワーゲート

（エレベーターの様なもの）
で登壇/降壇いただきます

立面図



5諸室詳細

控室は全て禁煙となります。喫煙される方は所定の喫煙場所をご利用ください。
また、荷物や貴重品等の管理は各個人及び団体様各自で管理をお願いします。

盗難・紛失等あった際には主催及び事務局は一切の責任は負いかねます。予めご了承ください。

④ステージ出演団体用共用控室

ステージ出演直前以外の
出演者様共同で使用
いただく控室です。

着替えスペースも用意
しておりますが、サイズに
限りがありますので、
譲り合ってご使用ください。

⑦着ぐるみ共同控室

テント内はカーペットを敷き、
テント内で着脱できる様に
しております。
また電源もありますので、
充電等ありましたら
こちらをご使用ください。

⑧団体用着替えテント

出演者共同控室でも着替えはできますが、
こちらに種目団体様と出演者様共同で使用できる
着替え専用テントがあります。

男性用/女性用と区切っておりますので、
お子様の出演者のお着替えでお手伝いが必要な場合は
必ず保護者様の性別に合わせたスペースをご活用ください。

③ジバニャン控室

妖怪ウォッチスタッフ皆さま専用の控室です。
出演前はテント内を通り、出待ちテントに
ご移動をお願いいたします。
電源等は準備しております。

②メインステージ出待ち控室

テント出入り口 ステージへ

出演前15分からこちらで最終打ち合わせを
行いますので、出演準備完了後、
出演者全員で待機いただきます。

テント出入り口

パ
ン
チ
カ
ー
ペ
ッ
ト

パ
ン
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ー
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ョン
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関係者駐車場

タイムズ/有料駐車場

ニュースポーツEXPO
実施会場

記念館口

信号：Uターン可能ポイント

種目団体/出店者及び関係者駐車場として、国営昭和記念公園様の駐車場をお借りします。

ただし、関係者駐車場及びニュースポーツEXPO実施会場内への搬入出は事前申請車両のみとな
ります。

また、該当駐車場について、一般の方も使用される関係で8：45～9：30の間は一切の車両で

入出庫が出来ません。予めご了承ください。

それ以外の車両については、有料の近隣含む一般駐車場をご利用いただきます。

予めご了承ください。

＊車両証を記念館口でお渡しします。初回来場時は必ず一度記念館口にご来場ください。
■ 関係者駐車場（通常：国営昭和記念公園有料駐車場）

○種目団体・出店者・運営スタッフ等、関係者駐車場として使用。
○駐車スペース ：普通車1755台・大型車83台
○駐車料金 ：820円/1日（普通車・立川口Pの場合）

＊申請車両以外の料金です。申請車両は無料

【関係者駐車場利用手順】

①車両証を２種用意いたします。 『公園内車両通行許可証』 / 『関係者駐車場駐車証』
②来場時に記念館口にて申請いただいた車両に基づき２種もしくは１種の上記証明書をお渡しします。
③関係者駐車場の車両入退場について
・公園開園時間 料金所にスタッフを配置、『駐車場駐車証』の確認を行います。
・公園閉園時間 駐車場入り口ゲートにスタッフを配置、『駐車場駐車証』の確認を行います。
＊必ずダッシュボードの見える位置に置いてください

駐車場

入口ゲート

料金所

『公園内車両通行許可証』 『関係者駐車場駐車証』 表面（左） 裏面（右）

※国営昭和記念公園との調整により、申請いただいた車両はすべて駐車代無料とさせていただくこととなりました。

駐車場について
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あけぼの口脇門

脇門の隣にスタッフがおります。

団体名を伝えて会場入りください。

臨時駐輪場
＊整理した駐輪をお願いします。

8:30～17:00

7:00～8:30、17:00～

動線 ＊あけぼの口正門が開門している時

動線 ＊あけぼの口正門が閉門している時、脇門から入場いただきます

○8:30～17:00の間に来場される場合は、JR立川駅最寄口となります、あけぼの口より入場ください。

○7:00～8:30もしくは17:00以降に入退場の場合、あけぼの口正門が閉門しておりますので、

脇の入口にてスタッフに団体/出店者名を告げて入退場をお願いします。

○6:30～7:00の間はあけぼの口付近は開門できません。記念館口までお周りください。

■電車/徒歩/自転車で来場される場合

6:30～7:00 記念館口から入場いただきます。

公園開園時間外の来場について
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当日、お越しになった際にまずは総合受付へお越しください。

各団体様には、総合受付にて来場受付チェックを行いますので必ず、受付に来場ください。

また、音源等、事前にお渡し頂く物がある場合は受付へお渡しください。

体験コーナーの運営も行う出演団体様も来場受付時にお渡し願います。

出演時間15分前にステージ出待ちテントへお越しください。

ステージ出演者様は、ご自身の団体の出演時間の15分前に着替えを
済ませた状態でステージ出待ちテントへお越しください。

その後、進行チームと合流頂き、簡単な最終確認後本番開始となります。

ただし、着ぐるみでご出演いただく場合は出演時間の10分前に出待ちテントに
来場いただきますようお願いします。

ご出演に際してのお願い


