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令和元年１０月３０日
独立行政法人日本スポーツ振興センター
広報室

「国立競技場オープニングイベント ～HELLO, OUR STADIUM～」
今まで競争することも、同じチームになることもなかったトップアスリートが大集結！
障害の有無や性別の枠を超えた日本最強の混合チームが世界のドリームチームと対決！！
これまでにない新しい形のレース

『ONE RACE』

【チケットの第三次抽選販売 10 月30 日（水）18 時より開始！】
日本スポーツ振興センター（JSC：JAPAN SPORT COUNCIL 理事長：大東 和美）が、令和元年 12 月 21 日（土）に
開催する、新しい国立競技場を一般の皆さまへ初めてお披露目する「国立競技場オープニングイベント～HELLO,
OUR STADIUM～」について、「スポーツ」コンテンツにおけるレースの内容と出場アスリート、並びにチケットの第三次
抽選販売が決定しましたので、お知らせいたします。
本イベントは、“地域や国という垣根を越え、全ての人類がひとつになり、新時代の文化とスポーツの力を発信して
いけるような拠点にしていきたい。”という思いを込めて、「OUR STADIUM その場所で、人類はひとつになる」という
コンセプトで展開していきます。
今回、本イベントコンセプトを体現する重要なコンテンツとして、これまでにない新しい形のレースを企画しています。
名称を『ONE RACE』と名付けた本レースは、健常者や障害者、男性や女性の枠を超えて、「速く走る」という共通の目
的に向けて、それぞれが己の限界に挑戦してきた各アスリート達が、特別に混合チームを結成します。今まで存在し
てきた区別という常識の壁を超えて、同じスタートラインに立ち、バトンを渡し、競い合う、人類初のエキシビション
レースです。

更に新たな試みとして、海外競技場のレースと、国立競技場のレースを同期、リアルタイム中継でつなぐことで、
国境を越えたひとつのレースとしての『ONE RACE』実現を目指していきます。海外競技場のリアルタイム同期通信
技術に関しては、NTT グループの企画協力をいただきます。

このレースの実施にあたっては、公益財団法人日本陸上競技連盟及び一般社団法人日本パラ陸上競技連盟の協
力のもと、ルールを含めた競技面の検討を進めてまいります。
尚、チケットの第三次抽選販売を 10 月 30 日（水）18 時より開始いたします。日本最強の混合チーム対世界のドリーム
チーム。これまでにない新しい形のレース『ONE RACE』。歴史的な瞬間に是非ご参加ください。
※ONE RACE の概要、企画、出場選手など現段階での計画となります。今後変更の可能性もございますことを予め
ご了承ください。

■ 日本スポーツ振興センターホームページ
https://www.jpnsport.go.jp/

『ONE RACE』 出場アスリート

№
1

Name
ウサイン・ボルト

Sport

/

Usain Bolt

陸上(100m/200m)

オリンピック金メダリスト/世界記録保持者

※以下追加発表（アルファベット順）

2

土井杏南

/

Anna Doi

陸上(100m/200m)

100ｍ日本中学記録保持者

3

ケンブリッジ飛鳥

/

Aska Cambridge

陸上(100m/200m)

オリンピック日本代表

4

福島千里

/

Chisato Fukushima

陸上(100m/200m)

100m/200m日本記録保持者

5

ハンナ・コックロフト

/

Hannah Cockroft

パラ陸上(車いす100m)

パラリンピック金メダリスト/世界陸上チャンピオン

6

ジャリッド・ウォレス

/

Jarryd Wallace

パラ陸上(100m/200m)

パラ世界陸上金メダリスト/全米王者

7

ジョニー・ピーコック

/

Jonnie Peacock

パラ陸上(100m)

パラリンピック金メダリスト

8

市川華菜

/

Kana Ichikawa

陸上(100m/200m)

200ｍ日本歴代5位

9

マールー・ファン・ライン

/

Marlou van Rhijn

パラ陸上(100m/200m)

パラリンピック金メダリスト/世界記録保持者

10

村岡桃佳

/

Momoka Muraoka

パラ陸上(車いす100m)

平昌パラリンピック金メダリスト

11

レイモンド・マーティン

/

Raymond Martin

パラ陸上(車いす200m)

パラリンピック金メダリスト

12

髙桑早生

/

Saki Takakuwa

パラ陸上(100m/200m)

パラリンピック日本代表

13

飯塚翔太

/

Shota Iizuka

陸上(100m/200m)

オリンピック日本代表

14

多田修平

/

Shuhei Tada

陸上(100m/200m)

世界陸上日本代表

15

井谷俊介

/

Syunsuke Itani

パラ陸上(100m/200m)

アジア記録保持者

16

鈴木朋樹

/

Tomoki Suzuki

パラ陸上

東京パラリンピック陸上日本代表内定第一号

17

桐生祥秀

/

Yoshihide Kiryu

陸上(100m/200m)

オリンピック日本代表

18

小池祐貴

/

Yuki Koike

陸上(100m/200m)

日本人3人目の100m9秒台

(車いす、中長距離・マラソン）

『ONE RACE』 出場アスリート プロフィール＆コメント
Name

ウサイン・ボルト

/ Usain Bolt

Sport
陸上(100m/200m)

・オリンピック金メダリスト
・世界記録保持者

プロフィール
2008年の北京五輪以降多くの金メダルを獲得し、世界最速の男として歴史に名を刻み、世界のス
ポーツ界にレガシーを残した。現在､100mで9.58秒､200mで19.19秒､4×100mで36.84秒の世界記
録を保持している｡

※以下追加発表（アルファベット順）

土井杏南

/ Anna Doi

陸上(100m/200m)

・100ｍ日本中学記録保持者

プロフィール
2012年8月 ロンドンオリンピックに出場し、陸上競技女子4×100mリレーで第1走者を務めた。
2015年7月 ユニバーシアード(光州)に出場し、100mで7位入賞。2019年5月 IAAF世界リレー横浜大
会に出場し、4×100mリレーで第1走者を務め、9月の日本選手権大会では100mで準優勝。
ＪＡＬ所属。
コメント
この度、新しくなった国立競技場で素晴らしい選手の方々とバトンを繋ぎ一緒に走らせていただくこ
とをとても光栄に思います。いよいよ東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会まで１年を切りま
した。ONE RACEでは未来へとつながる走りができるように頑張ります。

ケンブリッジ飛鳥

/ Aska Cambridge

陸上(100m/200m)

・オリンピック日本代表

プロフィール
2016年リオデジャネイロオリンピックに出場し、陸上競技 男子4×100mリレーではアンカーを務め、
銀メダルを獲得。2016年12月14日にプロ宣言をし、現在、プロスプリンターとして国内外で活躍中。
Nike所属。
コメント
国立競技場オープニングイベントという舞台で、 素晴らしいメンバーと共に走れることを誇りに思い
ます。当日、皆様と一緒に新しい国立競技場の完成を祝えることを楽しみにしています。
©Seitaro Tanaka

福島千里

/ Chisato Fukushima

陸上(100m/200m)

プロフィール
北京・ロンドン・リオデジャネイロオリンピック日本代表。女子100m、200mの日本記録保持者。日本
選手権の100mで2010年から2016年で7連覇を成し遂げ、2011年の世界陸上では日本女子史上初
となる準決勝進出を果たした。
セイコー社員。
コメント
完成したばかりの新しい国立競技場で走らせていただけるということで、当日がとても楽しみです。
新国立競技場は来年のオリンピックの舞台にもなりますので、本番に向けてイメージできるように
チームの一員としてしっかり走りたいと思います。よろしくお願いいたします。

・100m/200m日本記録保持者

Name

ハンナ・コックロフト

/ Hannah Cockroft

Sport
パラ陸上(車いす100m)

・パラリンピック金メダリスト
・世界陸上チャンピオン

プロフィール
イギリス出身の車椅子レーサー。障害クラス：T34．ロンドンパラリンピック大会で2種目、リオパラリ
ンピック大会3種目の計5つで金メダルを獲得。 T34で200m、400m、800m、1500ⅿの世界記録を
持つ。

コメント
"I'm really excited to be making my first trip to Japan to race at such a prestigious event. It's an
honour to be a part of something that will be groundbreaking. To see the best in the World, from
both Games, line up with and against each other will change both movements forever."
「日本へ初めて訪問すること、そしてこのような名誉あるレースに参加することを大変楽しみにして
います。オリンピックスタジアム初の素晴らしいレースに関わることができて光栄です。世界から集
まる最高峰の選手たちが一つの競技に共に挑戦することで、オリンピック、パラリンピックがそれぞ
れ大きく変わることになるでしょう。」

ジャリッド・ウォレス

/ Jarryd Wallace

パラ陸上(100m/200m)

・パラ世界陸上金メダリスト
・全米王者

プロフィール
1990年5月15日生まれ。アメリカ出身。障害クラス：T44(片下腿切断)
2012 ロンドンパラリンピック大会 T44 400m 6位入賞。2013 世界パラ陸上選手権大会 T44 200m、
4×100mリレー 優勝。2016 U.S. Paralympic Team Trials T44100m 優勝（全米選手権）。2016 リ
オパラリンピック T44 100m 5位入賞。
コメント
I couldn’t be more excited to be a part of “One Race.” This event not only connects the future of
the Olympic and Paralympic movement, but begins to create an inclusive experience between
two elite group of athletes. It’s events like this that help continue to build momentum towards the
2020 Games.
「『ONE RACE』に参加できてこんなに嬉しいことはありません。このイベントは、オリンピックとパラ
リンピックの未来をつなぐだけでなく、2つの世界のトップアスリート達のインクルージョンの始まりに
なります。このようなイベントが、2020年大会に向けて機運を高めていくイベントとなることでしょ
う。」

ジョニー・ピーコック

/ Jonnie Peacock

パラ陸上(100m)

・パラリンピック金メダリスト

プロフィール
1993年、イギリス・ケンブリッジ生まれ。2012年6月、男子100mの世界新記録を樹立し、
頭角を現わす。同年9月のロンドンパラリンピックで、わずか19歳にして金メダリストとなった。
その後、2016年のリオパラリンピックで、連覇を果たし、パラリンピックを代表するスーパー
スターとなった。現在、ラフバラ大学を拠点に黙々とトレーニングを積む王者は、選手層の
厚い男子100mにおいて、東京大会で3連覇という前人未到の偉業を見据えている。

©WOWOW WHO I AM Project /
Photo_Keiichi Nitta (otaoffice)

Name

市川華菜

/ Kana Ichikawa

Sport
陸上(100m/200m)

・200ｍ日本歴代5位

プロフィール
主な代表歴は、オリンピック（12ロンドン）世界選手権（15北京）アジア大会（18ジャカルタ、14仁川）
など。ミズノ所属。

コメント
憧れのボルト選手や種目を超えたメダリストの皆さんと一緒に走れるのはとても光栄です。新国立
競技場で走れるのは、五輪に向けて私自身にとても良い刺激になると思います。日本チーム頑張り
ます！
©Agence SHOT

マールー・ファン・ライン

/ Marlou van Rhijn

パラ陸上(100m/200m)

・パラリンピック金メダリスト
・世界記録保持者

プロフィール
1991年10月21日生まれ。オランダ出身。
2012年ロンドンパラリンピック大会200ⅿ金メダル、100ⅿ銀メダル。2016年リオパラリンピック大会
100ⅿ、200ⅿで金メダル。100m、200m、400mの世界記録保持者。（T43クラス）ニックネームは、
Blade Babe
コメント
I’m so excited to be part of ONE RACE, the event for the opening of the Olympic Stadium, I love
Japan and hope to all see you there!
「『ONE RACE』に参加できることにとてもワクワクしています。大好きな日本で皆さんにお会いでき
るのを楽しみにしてます。」

村岡桃佳

/ Momoka Muraoka

パラ陸上(車いす100m)

平昌パラリンピック金メダリスト

プロフィール
パラ陸上競技選手。T54 （車いす）クラスおよびパラアルペンスキー選手。2014年ソチパラリンピック
競技大会には17歳で日本代表に選出され、パラアルペンスキー大回転で５位入賞。2018年、日本
選手団の旗手を務めた平昌パラリンピックでは、大回転優勝を含む出場５種目全てで表彰台に上
がり、冬季パラリンピック大会における、日本選手最多の1大会5個（金 １／銀 ２／銅 ２）のメダルを
手にした。トヨタ自動車所属。
コメント
私はパラアルペンスキーの選手であり、世界に挑む陸上競技に取り組み始めてからわずか半年程
しか経っていませんが、このようなトップアスリートの方々と一緒に走れることにこの上ないワクワク
感を抑えきれません。東京オリンピック・パラリンピックの舞台であるこの場所でいち早く走れること
への幸せと感謝をかみしめて、ひと漕ぎひと漕ぎを大事に全力で走りたいと思います。そして代表選
手になって、この舞台で再び走れるよう頑張ります。

レイモンド・マーティン

/ Raymond Martin

パラ陸上(車いす200m)

プロフィール
アメリカの車椅子レーサー。2012年のロンドンパラリンピック大会から2016年リオパラリンピック大会
までの主要な国際大会で無敗。現在、100m、200mで世界記録を保持。パラリンピック大会で６つ
の金メダル。11の世界チャンピオン。T52クラス。

コメント
I am excited to celebrate the opening of the new National Stadium where Olympic and
Paralympic athletes will join together in a single race!
「オリンピックとパラリンピックのアスリートが1つのレースに集まって新国立競技場のオープニングを
お祝いできることがとても楽しみです！」

・パラリンピック金メダリスト

Name

髙桑早生

/ Saki Takakuwa

Sport
パラ陸上(100m/200m)

・パラリンピック日本代表

プロフィール
陸上競技選手。T64（下肢切断）クラス。2012年ロンドンパラリンピック大会100ｍ7位入賞、200ｍ7
位入賞。2016年リオデジャネイロパラリンピック大会100ｍ8位入賞、200ｍ7位入賞、走幅跳5位入
賞。片下腿義足クラス（2017年までT44）女子100ｍ日本記録＆アジア記録保持者（13"43）。
NTT東日本所属。
コメント
新たな時代の象徴となる新国立競技場の杮落としに立ち会えることを光栄に思います。旧国立に別
れを告げてから、新国立の誕生を楽しみにしてきました。あらゆる壁を取り払う人類の「ONE
RACE」。私もその1人として強い想いを持って、この記念すべき日にふさわしいRACEを体現しま
す。

飯塚翔太

/ Shota Iizuka

陸上(100m/200m)

・オリンピック日本代表

プロフィール
2016年リオデジャネイロオリンピックに出場し、陸上競技 男子4×100mリレーでは第二走者を務め、
決勝でアジア記録を更新し銀メダルを獲得。ミズノ所属。

コメント
今回のリレーはオリパラ選手一緒に走るのでとても楽しみです。 スタートしたらとにかく前へ前へと
超満員の声援をイメージしてオープニングにふさわしいレースができるように頑張ります。 東京2020
に向けて盛り上げたいと思います。
©Agence SHOT

多田修平

/ Shuhei Tada

陸上(100m/200m)

・世界陸上日本代表

プロフィール
2017 世界陸上4×100mR日本代表 3位。2018 アジア大会4×100mR日本代表 優勝。2019 日本選
手権 100m 5位。世界陸上2019 4×100mリレー 日本代表3位。住友電工所属。

コメント
今回、東京オリンピック会場でレースができることは、来年に向けて大きなモチベーションになりま
す。スタートラインから見る景色を想像すると今からワクワクしています。来年、東京オリンピックで最
高のスタートを切るイメージを今回のレースで確認したいと思っています。

井谷俊介

/ Syunsuke Itani

パラ陸上(100m/200m)

プロフィール
パラ陸上競技 T64（片下腿義足など） 。2018年10月 インドネシア2018アジアパラ競技大会 100m
（T44/T62/T64）1位。2019年6月 日本パラ陸上競技選手権大会 100m（T64）1位。2019年8月
WPAパリグランプリ大会で自身の持つ日本記録・アジア記録を更新(11秒47)。
SMBC日興証券所属。
コメント
皆さんは義足や車いすの選手が疾走する姿をご覧になったことございますか？凄い！速い！を感じ
てもらいたいです。ONE RACEでは、健常者と障害者、人種や宗教を超えて「速く走る」という１つ
のゴールを目指しバトンを繋ぎます。そしてスタジアムの皆さんとスポーツの力でひとつになれる瞬
間を楽しみにしています。

・アジア記録保持者

Name

鈴木朋樹

/ Tomoki Suzuki

Sport
パラ陸上
（車いす、中長距離・マラソン）

・東京パラリンピック
陸上日本代表内定第一号

プロフィール
パラ陸上競技 T54（車いすクラス）。持ち味のスプリント力を磨いて、国際大会でも上位の成績を収
めるまでに成長。トラック競技の中長距離を専門とするが、車いすマラソンでも活躍し、2019年4月に
ロンドンで行われた「2019 World Para Athletics マラソン世界選手権」の車いすの部で3位となり、
陸上競技の東京パラリンピック日本代表内定第一号となった。
トヨタ自動車所属。
コメント
この度「ONE RACE」へ参加させていただくことを大変嬉しく思っております。オリンピック選手も、
パラリンピック選手も関係なく、一つのレースに参加することはとても意味のあることだと思います。
多くの方々に競技を知っていただくチャンスだと思っています。是非注目してください！

桐生祥秀

/ Yoshihide Kiryu

陸上(100m/200m)

・オリンピック日本代表

プロフィール
2016年リオデジャネイロオリンピックに出場し、陸上競技 男子4×100mリレーでは
決勝でアジア記録を更新し銀メダルを獲得。2017年には世界陸上4×100mリレーで銅メダルを獲
得。9月の日本学生選手権100m決勝にて、日本選手初の9秒台となる9秒98の日本新記録を樹立
した。日本生命所属。
コメント
今まで経験したことのない新しいカタチでのレースなので、ワクワクしています。東京オリンピックに
向けて、選手・お客さんが一体となり盛り上がるよう、バトンと共にみんなの気持ちを繋いでいきた
いです。

小池祐貴

/ Yuki Koike

陸上(100m/200m)

プロフィール
2018年ジャカルタアジア大会で男子200mを自己ベストで優勝、同種目において日本勢12年ぶりと
なる金メダルを獲得した。2019年7月20日のIAAFダイヤモンドリーグ・ロンドングランプリ男子100m
では、日本勢3人目の9秒台となる9秒98で4位に入った。住友電工所属。

コメント
この度の新国立競技場オープニングイベントに参加できますことを大変光栄に思います。
先んじて会場の皆様と一体となれる貴重な機会ですので、当日は１分１秒を噛みしめて参加させて
いただきます。

・日本人3人目の100m9秒台

「国立競技場オープニングイベント ～HELLO, OUR STADIUM～」概要・チケット情報
開催日：

令和元年 12 月 21 日（土）

観客数：

約 60,000 人

時間：

開場 16:30 開演 18:30 終演：21:30 頃

主催：

JSC（独立行政法人日本スポーツ振興センター）

協賛：

アシックスジャパン株式会社、日本コカ·コーラ株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、
久光製薬株式会社、
NTT グループ、日本航空株式会社、
株式会社朝日新聞社、グーグル合同会社、復興庁、読売新聞社
（10 月 30 日時点/下線が新規）

『ONERACE』協力：

公益財団法人日本陸上競技連盟、一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

公式サイト：

https://ourstadium.jpnsport.go.jp/ （PC・モバイル共通）

出演者：

『スポーツ』
土井杏南、ケンブリッジ飛鳥、福島千里、ハンナ・コックロフト、ジャリッド・ウォレス、
ジョニー・ピーコック、市川華菜、マールー・ファン・ライン、村岡桃佳、レイモンド・マーティン、
髙桑早生、飯塚翔太、多田修平、井谷俊介、鈴木朋樹、ウサイン・ボルト、桐生祥秀、小池祐貴
『文化』
鼓童、東北絆まつり
（10 月 30 日時点 / 下線が新規 / 記載はアルファベット順 / その他、後日発表）

スケジュール：

第三次抽選販売 令和元年 10 月 30 日(水) 18:00～11 月 17 日(日) 23:00
抽選結果の発表 令和元年 11 月 22 日(金) 18:00～

チケット：

前売券 ローソンチケット https://l-tike.com/helloourstadium/
カテゴリー１： 8,000 円／カテゴリー2： 6,000 円／カテゴリー3： 5,000 円 （税抜き価格）
＊全席指定、席種毎に異なる記念グッズが付きます。
＊各カテゴリーごとに車椅子席を用意しております。

注意事項：

申込方法等の詳細につきましては、公式サイトおよびローソンチケットのサイトにて
ご確認ください。

一般問合せ：

国立競技場オープニングイベント事務局 （業務時間：平日 10 時～18 時/土日・祝日・年末年始除く）

TEL：03-3248-9174

メール：info@hellostadium.jp

