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する。

への意欲の高揚を図り、「北海きたえーる」と地域との交流を深めることを目的と

地域住民にスポーツに親しむ機会を提供することにより、積極的なスポーツ活動

北海きたえーる　体育の日無料開放

7,200名(各企画受付総数)

平成26年10月13日(月･祝)10:00〜16:00(開場9：45)

北海道コカ・コーラボトリング株式会社

札幌市豊平区

公益財団法人北海道体育協会(北海道立総合体育センター指定管理者)

札幌市豊平区・札幌市豊平消防署・北海道札幌方面豊平警察署・豊

平地区町内会連合会･公益財団法人札幌市防災協会・豊平商店街

振興組合･北海道山岳連盟･札幌弓道連盟･北海道ライフル射撃協会

合同会社スノーベル･一般社団法人エスポラーダ北海道スポーツクラブ・

株式会社北海道バスケットボールクラブ・ミズノスポーツサービス株式会社・

森歯科医院･株式会社スポーツセーフティー総合研究所・株式会社e・k・

bサービス･医療法人社団朋仁会整形外科北新病院・かいとの風KIYO

MI･Kitakara・株式会社北海道日本ハムファイターズ・株式会社北海

道フットボールクラブ・NHK札幌放送局・エフエムとよひら・豊平区民ソフト

テニス同好会・一般社団法人札幌カーリング協会・NPO法人日本健康

太極拳協会北海道支部・ライフスタイル研究所（順不同）

日 時

運営協力

協 賛

目 的

事 業 名
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４、

３、

後 援

主 催

５、

６、

７、

公式来場者数



4 公益財団法人北海道体育協会（北海道立総合体育センター指定管理者）

企画別レポート(4プロマスコット全員集合!!第1回チキチキ大運動会)

閉会式・サイン会

4マスコットからのサインがもらえ

るサイン会を実施。優勝した

B.Bへの待機列はもとより、

ドーレくん、レバードへの根強い

人気も目立った。リスポは特別

握手会となったが、ガッチリと握

手を交わし積極的に来場者と

触れ合った。

ヘキサスロン対決

それまでの成績を鑑み、最終種

目ヘキサスロンの優勝者へ一挙

5点を与える特別ルールを設け

た。見事優勝をさらったのは、最

下位に沈んでいたB.B。優勝を

決めた一投は、流石の一言。

【1回戦】 B.B○×●ドーレくん/レバード●×○リスポ

【決勝戦】 B.B○×●リスポ

【優勝】 B.B(勝ち点5) 【準優勝】 リスポ(勝ち点0)

ダンス対決

マスコットたちの得意分野ダンス対

決は4プロチーム共通のルーティン

を、それぞれのチアアカデミー、ス

クール生と共に。会場中を拍手で

包み、結果は文句なしの引分け。

【出演】 北海道日本ハムファイターズダンスアカデミー生/コンサドールズジュニア

パシスタフェアリーズ/きた☆キッズ

【結果】 引分け(全マスコット勝ち点1)

バスケット

フリースロー対決

バスケット界の新生レバードが強

さを発揮したフリースロー対決。

それでも、なかなか決まらなかった

シュートに、会場からも声援ととも

に笑いも巻き起こった。

【1回戦】 レバード○×●ドーレくん/B.B●×○リスポ

【決勝戦】 レバード○×●リスポ

【優勝】 レバード(勝ち点3) 【準優勝】 リスポ(勝ち点1)

フットサルPK対決

サッカー系の2マスコットが大活躍

だったPK対決。白熱の決勝戦は

ゴール死守の大サドンデス。最後

はリスポが文字通り百戦錬磨の

優勝を飾った。

【1回戦】 B.B●×○ドーレくん/リスポ○×●レバード

【決勝戦】 ドーレくん●×○リスポ

【優勝】 リスポ(勝ち点3) 【準優勝】 ドーレくん(勝ち点1)

開会式～

公開記者会見

普段は選手たちを盛り上げるマス

コットたちが、この日は主役。それ

ぞれの入場後には、揃って記者

会見を実施。

既定質問4件＋来場者質問4件

既定)Q1,運動会にかける意気込みは?/Q2,ここは必見ポイントは?

Q3,ライバルは誰?/Q4,来場者へメッセージ

B.Bが劇的な逆転優勝!!第1回を華々しく飾る!!

道内4プロチームのマスコットが初めての全員集合!!開会式からサイン会まで、

体育の日を大いに盛り上げたマスコットたちは、終始こどもたちからの熱い声援

を受けつつ、積極的に来場者と触れ合い、スポーツを楽しむみんなを応援して

くれた。優勝したB.Bのみならず、それぞれの特徴をいかんなく発揮してくれたマ

スコットたち。それぞれの今後の活躍にも注目しながら、北海道全体のスポーツ

が盛り上がることを期待したい。



5 公益財団法人北海道体育協会（北海道立総合体育センター指定管理者）

企画別レポート（メインアリーナ）

マスコットのレバードも一緒に参加したアカデ

ミー体験会。こちらも即定員の人気度は、

終えた参加者の納得の表情からも伺えた。

【運営】㈱北海道バスケットボールクラブ

【時間】①12:00〜13:00/②14:30〜15:30

【対象】①小学3〜6年生/②年中から小学2年生

【参加者数】①30名/②31名(定員)

【会場】メインアリーナB

チアダンス体験会

女の子たちに大人気。可愛いポンポン

を持って、音楽に合わせて懸命に踊る

姿は、会場を温かい空気に包んだ。

【運営】合同会社スノーベル

【時間】①10:30〜11:30/②13:15〜14:15

【対象】小学6年生以下の女の子

【参加者数】①47名/②20名(定員)

【会場】メインアリーナC

エスポラーダ北海道

フットサルスクール体験会

受付前時点で長蛇の列を作ったスクー

ル体験会。選手とのゲーム形式をメイ

ンにした内容に、参加者も笑顔で取り

組んだ。

【運営】(一社)エスポラーダ北海道スポーツクラブ

【時間】①10:30〜11:30/②13:15〜14:15

【対象】①年中から小学2年生/②小学3〜6年生

【参加者数】①30名/②30名(定員)

【会場】メインアリーナB

レバンガ北海道

バスケットボール

アカデミー体験会

B.Bも参戦した初企画のキャッチボール体

験会。グローブを片手にお目当てにした参

加者もちらほら。夢のユニフォームをまとった

コーチを前に、こどもたちも真剣。

【運営】㈱北海道日本ハムファイターズ

【時間】12:00〜13:00

【対象】小学生までの男女

【参加者数】40名(定員)

【会場】メインアリーナC

北海道日本ハムファイターズ

ベースボールアカデミー

キャッチボール体験会

【運営】北海道セパタクロー協会

【時間】デモ:11:00〜/12:30〜/14:00〜各30分

その他10:00〜16:00コート別チャレンジ

【対象】だれでも

【参加者数】245名/【会場】メインアリーナA

Let's セパタクロー!

選手たちによるデモと、数々のアトラク

ションを用意した充実の内容で、ホン

モノのセパタクローを感じられたブース。

こどもだけでなく、お母さんもアタック。

小さなこどもから、お父さんお母さんまで、

フープで作られた的をめがけてカラダいっぱい

チャレンジしたヘキサスロン。手軽に出来て、

意外に難しい。長居する参加者もちらほら。

ヘキサスロン体験会

【運営】(公財)北海道体育協会

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】472名

【会場】メインアリーナD

スナッグゴルフ体験会

3コースを用意したスナッグゴルフ。持ち球の

中で、的を狙う真剣なまなざしが印象的。

ヘキサスロンと併せて、たくさんの参加を呼ん

だ。

【運営】(公財)北海道体育協会

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】481名

【会場】メインアリーナD

ダンスアトラクション

ヒップホップダンスを、安心して楽しく体

験できるダンスアトラクション。今回は、

振りを覚えるだけでなく、振りを使った

ゲームを展開し、参加者の笑顔を誘っ

た。

【運営】合同会社スノーベル

【時間】14:30〜15:30

【対象】小学生まで

【参加者数】19名

【会場】メインアリーナC



企画別レポート（ホワイエ）

6 公益財団法人北海道体育協会（北海道立総合体育センター指定管理者）

【運営】豊平商店街

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【会場】ホワイエ屋外部

豊平商店街飲食販売

毎年精力的に体育の日を"食"の面

から盛り上げてくれる豊平商店街。降

雨も心配された天候ながら、ホワイエ

屋外にはお祭りを思わせる良い匂いに

つられて長蛇の列が。

NHK体操アシスタントをお迎えして実施

した、ラジオ体操講座。身近なラジオ体

操を思って参加すると、アシスタントの凛

とした姿勢にまずは驚愕。小さなこどもも

含め、ホワイエ全体を賑わせた。【運営】NHK札幌放送局

【時間】①11:30〜12:00/②13:30〜14:00

【対象】だれでも

【参加者数】137名(合算)

【会場】ホワイエ

スポーツ中継体験コーナー

客席に設置されたカメラと、ホワイエ内

のスイッチャー、いずれも本物の中継

機材を直に触って体験できる、魅力

的なブース。こどもたちと一緒になって、

お父さんも真剣なまなざしを向けた。
【運営】NHK札幌放送局

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】122名

【会場】ホワイエ

入場口

(先着200名へいろはす提供)

開場前より長蛇の列を作った今年の

体育の日。先着200名へのいろはすも、

あっという間にゼロに。いろはすを片手に、

お目当ての競技に走る姿が印象的。

【来場者集計】3,820名

※公式来場者数カウント対象外

親子で実践!

"美しい"ラジオ体操講座

NHKマスコットキャラクターのどーも

くんとPK対決!ゴールの割に大きなどー

もくんを交わし、ゴールを狙う参加者

たち。参加者の奮闘と、どーもくんの

愛らしさが垣間見えた空間。
【運営】NHK札幌放送局

【時間】①10:30〜11:00/②12:30〜13:00/③15:00〜15:30

【対象】だれでも

【参加者数】110名(合算)

【会場】ホワイエ

どーもくんと対決!

サッカーPK3番勝負!

無料開放恒例となった縁日の存在に、ぶ

らっと通ったこどもたちの目は釘付け。そし

て14:00からのビンゴ大会では、お父さん

お母さんもドキドキしながら次の番号を待

つ姿が。

縁日・ビンゴ大会

【運営】北海道コカ・コーラボトリング㈱

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】414名(合算)

【会場】ホワイエ

ぬり絵コーナー

自由にぬり絵を楽しめるフリースペース

として、4テーブルを用意。スポーツの体

験会、教室からの一休み。また次の企

画までの時間調整等、それぞれに過ご

してくれた。仕上がった絵は壁に掲出し、

一面をカラフルな彩りに染めた。
【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【会場】ホワイエ

フェイスペインティング

開放時間中、絶えず希望者が列をな

す、フェイスペインティング。お祭りのイ

メージピッタリに、可愛いイラストやグラ

フィックを施す作業は、今年も大人気

で、嬉しそうに館内を走り回る来場者

があちこちに。【運営】かいとの風KIYOMI

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】105名

【会場】ホワイエ



企画別レポート（サブアリーナ・武道場）

7 公益財団法人北海道体育協会（北海道立総合体育センター指定管理者）

様々なダンスジャンルを取り入れ、ダンス

だけでなくだれでも身体を動かす楽しさ

を感じられる初企画。小さなこどもたち

からお父さんお母さんまで、一緒になっ

て取り組む姿が印象的。

Let'sダンスいろいろ

【運営】ライフスタイル研究所

【時間】①12:30〜13:30/②15:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】49名(合算)

【会場】剣道室

走り方教室

【運営】ミズノスポーツサービス㈱

【時間】①11:35〜12:35/

②14:45〜15:45

【対象】①小学1,2年生/②小学3〜6年生

【参加者数】57名(合算)

【会場】サブアリーナA

【運営】㈱e.k.bサービス

【時間】11:30〜12:15

【対象】20〜40代の女性

【参加者数】2名

【会場】剣道室

マタニティエクササイズ

赤ちゃんと一緒に参加するママの姿も

あったマタニティエクササイズ。出産に向

けた身体を整えるエクササイズを、バラ

ンスボール等を用いて行った。

カーリングマットを敷いての体験会。小

さなこども連れの家族等が、札幌カーリ

ング協会の手ほどきで楽しんだ。マス

コット"つきまる"も登場し、楽しい雰囲

気の中での体験会となった。【運営】(一社)札幌カーリング協会

【時間】13:00〜14:30

【対象】幼児〜一般

【参加者数】114名

【会場】サブアリーナA

とよひら

ソフトテニス体験会

たくさんの参加者が足を運んだソフト

テニスの体験会。小さなこどもは、ネ

ットではなく防球フェンスで。中には本

格的なお母さんの姿も。

とよひら

カーリング体験会

【運営】豊平区民ソフトテニス同好会

【時間】10:00〜11:30

【対象】小学生〜一般

【参加者数】163名

【会場】サブアリーナA

ビームライフル体験会

【運営】北海道ライフル射撃協会

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】327名

【会場】サブアリーナB

【運営】北海道山岳連盟

【時間】10:00〜16:00

【対象】身長110cm以上/【参加者数】393名

【会場】サブアリーナB

ベビーマッサージ＆ヨガ

【運営】㈱e.k.bサービス

【時間】10:30〜11:15

【対象】ベビマ:6ヶ月未満/

ヨガ:6ヶ月〜1歳未満

【参加者数】9組(合算)/【会場】剣道室

クライ

ミング

健康太極拳体験会

【運営】NPO法人日本健康太極拳協会

【時間】13:45〜14:45

【対象】だれでも

【参加者数】37名

【会場】剣道室

幼児ルーム

【運営】(公財)北海道体育協会

【時間】10:00〜16:00

【対象】未就学児

【参加者数】390名

【会場】柔道室



企画別レポート（その他）

8 公益財団法人北海道体育協会（北海道立総合体育センター指定管理者）

【運営】豊平消防署

【時間】①10:00〜11:00/②11:30〜12:30

【対象】だれでも

【参加者数】140名

【会場】第一駐車場

はしご車試乗体験

今年も大人気につき、整理券配布も

即時終了したはしご車試乗体験。こ

どもたちが憧れの車体から、徐々に伸

びていくはしごに乗る表情は、生き生

きと輝くものだった。

整形外科医だけでなく、PTのアドバイス

も受けられたスポーツカラダ相談。こども

以上に、親御さん世代の持病や慢性

的な悩みが多く相談された。

【運営】整形外科北新病院

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】83名

【会場】メインアリーナ更衣室2

おたっしゃ教室体験会

体育の日初企画のおたっしゃ教室体

験会。参加者数こそ伸びなかったもの

の、だれでも気軽にスポーツ・運動を

体験できる体育の日の象徴的企画。

【運営】ミズノスポーツサービス株式会社

【時間】13:15〜14:15

【対象】60歳以上

【参加者数】3名

【会場】中研修室

歯科検診

各企画の待ち時間や、ぶらっとたくさん

の来場者が立ち寄った歯科検診。ス

ポーツにとっての大切さだけでなく、日常

のケアを心に留めたひとブース。

スポーツカラダ相談

例年にも増して多くの参加者が詰めか

けた弓道体験会。天気ももち、芝の上

まで寄り、的をめがけて弓を構える姿は、

お父さんお母さんも真剣そのもの。

【運営】札幌弓道連盟

【時間】10:00〜16:00

【対象】小学4年生以上

【参加者数】296名

【会場】弓道場

弓道体験会

レスキュー隊と同じ衣装を身にまとい、

ロープ渡りなどレスキュー活動を体験でき

る、"こどもレスキュー"。隊員に抱えられ

ながら、将来のヒーローさながらの活躍を

見せた。

こどもレスキュー

【運営】豊平消防署

【時間】①10:00〜11:30/②13:15〜14:30

【対象】だれでも

【参加者数】153名

【会場】第一駐車場

各種展示コーナー

秋の火災予防運動の一環として、消防

及び札幌市防災協会の防災展示を実施。

夕方の冷え込む時間まで、来場するたくさ

んの方が足を止めていた。

パトカー展示

こどもたちのもうひとつの憧れ、パトカー

の展示が今年も。車内に乗車しての

写真撮影など、それぞれが立ち寄って

じっと見入る姿が印象的。

【運営】豊平警察署

【時間】10:00〜14:00

【対象】だれでも

【参加者数】148名

【会場】第一駐車場

【運営】森歯科医院

【時間】10:00〜16:00

【対象】だれでも

【参加者数】258名

【会場】メイン本部室

【運営】豊平消防署/札幌市防災協会

【時間】10:00〜15:30

【対象】だれでも

【参加者数】220名

【会場】第一駐車場
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