
15分以上運動したら必ず報告しよう！参加報告方法

過去の対戦成績

VS

詳しくは裏面をご覧ください！
秋田市内で体を動かしたら集計センターへ報告!!

　自宅や地域、職場、学校などでの運動やスポーツはもちろん、
15分間以上継続して体を動かせば何でもOK！
　例えば、散歩、ストレッチ、ラジオ体操のほか、徒歩や自転車に
よる通勤、通学、買い物など、どんなことでもOKだよ！

チャレンジデーは誰でも参加できる
地域住民の健康づくり・まちづくりを
目的としたスポーツイベントです。

　毎年5月の最終水曜日に、人口規模の近い自治
体同士が、午前0時から午後9時までの間に、15分
間以上継続して運動やスポーツをした人の
「参加率（％）」を競うスポーツイベント！

秋田市チャレンジデー実行委員会（秋田市観光文化スポーツ部スポーツ振興課内）問合せ先

5．29水5．29水

全国一斉開催!!
午前0時　 午後9時
全国一斉開催!!
午前0時　 午後9時①氏名(団体名)

②どのような運動・
　スポーツをしたのか
③参加人数
④年代(団体は不要)※任意

チャレンジデー当日、運動やスポーツをした後に、   
次の事項について、集計センターに報告するだけでOK!!

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
報
告
し
て
く
だ
さ
い
。 集計サイトの

QRコード

秋田市チャレンジデーTel 018-888-5611　Fax 018-888-5612　Mail ro-edsp@city.akita.akita.jp

〈電話の場合〉 み ん な は ず む

0120－307－826
氏名(団体名)・運動内容・人数など、オペレーターの質問に答えてください。

〈FAXの場合〉

0120－307－825
下記参加報告書に記入し、この面をファックスしてください。

はずむ!スポーツはずむ!スポーツ

20192019

チャレンジデー
みんなでラジオ体操
《時間》 7:40～8:00
《会場》 あきぎんスタジアム
　　　 直接会場へ（小雨決行）

秦野市
（3回目）人口 165,396人

神奈川県

人口 309,654人（5回目）
秋田市

in秋田市

「はずむ !
スポーツ都市」
マスコット
キャラクター
スポまる

オープニングイベント

どんなことをすればいいの？チャレンジデーってなに？

みんなで

15分の
運動を

しよう!
!

「はずむ !
スポーツ都市」
マスコット
キャラクター
スポひめ

参加賞あり

1回目
（2015年）

VS
秋田市(初参加)

人　　口
318,826人

参加人数
69,237人

参 加 率
21.7%

山口県山口市(3回目)
人　　口
194,660人

参加人数
97,988人

参 加 率
50.3%

3回目
（2017年） VS VS

秋田市(3回目)
人　　口
314,597人

参加人数
121,444人

参 加 率
38.6%

山口県下関市(2回目)
人　　口
269,198人

参加人数
127,216人

参 加 率
47.3%

東京都江戸川区(初参加)
人　　口
691,559人

参加人数
324,112人

参 加 率
46.9%

VS
秋田市(2回目)

人　　口
316,160人

参加人数
105,969人

参 加 率
33.5%

山口県下関市(初参加)
人　　口
272,067人

参加人数
69,150人

参 加 率
25.4%

VS
秋田市(4回目)

人　　口
311,971人

参加人数
183,006人

参 加 率
58.7%

山形県鶴岡市(6回目)
人　　口
128,442人

参加人数
58,089人

参 加 率
45.2%

4回目
（2018年）

勝 利

チャレンジデーを意識して
取り組む運動は、家事や
買い物などなんでもOKだよ!

み
ん
な
の
報
告

待
っ
て
ま
す
！

チャレンジデー2019 in 秋田市　参加報告書

○FAXで報告する場合は、このまま送信してください。「運動の内容」には実施された内容を記入してください。
○ご報告いただいた個人情報や内容については、参加率集計の目的以外では使用いたしません。

私は15分以上、運動やスポーツを
したので報告します。

①氏名・団体名・会社名

②運動した内容・種目
（いずれかを○で囲む）

体操・ストレッチ・自転車・散歩・買い物・清掃・ゴミ拾い・草取り・畑仕事・通勤
通学・犬の散歩・競技スポーツ・各種スポーツ大会・イベント
その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

③合計人数 ④年代（団体は不要）※任意

FAX 0120-307-825

●職場や学校、自治会、サークルなどで
参加した場合は、代表者が参加人数
をまとめて報告してください。
●運動やスポーツはいくつでも参加で
きますが、報告は一人一回です。

今年の目標は18万6,000人以上!!

あなたの報告が勝利につながります

報告の受付は、イベント当日
5月29日（水）

午前9時～午後9時
までのみ有効です。

〈スマホ・タブレット・PC等の場合〉 集計サイトで報告
https://questant.jp/q/TMHE2UVF
画面の指示どおり報告してください。

2回目
（2016年）

初勝利

市民総参加型のスポーツイベント



〈学校、職場、各種団体等〉

長さ10ｍのロープを使い、3人以上で
跳んで得点を競う。(１チーム3名以上)

ロープ・ジャンプ・Ｘ

参加は、事前申請が必要ですので、秋田市
チャレンジデー実行委員会まで問い合わせ下さい。
TEL018-888-5611 申込締切5月15日(水)

〈学校、職場、各種団体等〉

定められたエリアで、制限時間内に、チームでゴミを拾い、
ゴミの量と質でポイントを競う。（1チーム5名以内）

スポーツゴミ拾い

参加は、事前申請が必要ですので、秋田市
チャレンジデー実行委員会まで問い合わせ下さい。
TEL018-888-5611 申込締切5月15日(水)

〈学校、職場、各種団体等〉

350mlと500mlの空き缶を積み上げ、
その高さを競う。(１チーム３～４名(厳守))

空き缶積み上げ

参加は、事前申請が必要ですので、秋田市
チャレンジデー実行委員会まで問い合わせ下さい。
TEL018-888-5611 申込締切5月15日(水)

〈ソユースタジアム〉

陸上等

市内体育施設無料開放デー

16:00-21:00
参加自由 直接会場へ

〈各小学校体育館〉

自由

学校体育施設水曜開放デー
（学校開放スポーツ教室含む）

参加自由 直接会場へ

19:00-21:00

〈各小学校グラウンド〉

自由

学校体育施設水曜開放デー
（学校開放スポーツ教室含む）

参加自由 直接会場へ

6:30-7:30

チャレンジデー当日には、市内各地でたくさんの
スポーツイベントが開催されます。ぜひご参加ください。
チャレンジデー当日には、市内各地でたくさんの
スポーツイベントが開催されます。ぜひご参加ください。はずむ! スポーツ

水５月29日
当日イベント

※当該事業は、大塚製薬株式会社が秋田市とのスポーツ振興の推進に関する協定に基づき、協賛しております。〈主催〉秋田市チャレンジデー実行委員会・秋田市　　※当該事業は、大塚製薬株式会社が秋田市とのスポーツ振興の推進に関する協定に基づき、協賛しております。〈主催〉秋田市チャレンジデー実行委員会・秋田市　　※当該事業は、大塚製薬株式会社が秋田市とのスポーツ振興の推進に関する協定に基づき、協賛しております。※イベント情報が変更・更新される場合がありますので、詳しくは、ホームページをご確認ください。※イベント情報が変更・更新される場合がありますので、詳しくは、ホームページをご確認ください。

ラジオ体操等

チャレンジデー
みんなでラジオ体操

参加自由　直接会場へ(小雨決行)

7:40-8:00
社交ダンス

チャレンジデー
ダンスパーティ

参加自由
直接会場へ(ヒールカバー着用のこと)

18:00-20:30

全国共通対抗イベント（参加チームの記録により、全国表彰（１位から３位）があります。）

無料開放イベント

〈あきぎんスタジアム〉
オープニングイベント

〈ＣＮＡアリーナ★あきた〉
フィナーレイベント

〈県立体育館〉

北都銀行バドミントン教室

小学生～中学生対象

（特非）トップスポーツコンソーシアム秋田に
電話で申込み　定員になり次第締切

TEL018-874-9591

17:00-18:00

〈秋田県スポーツ科学センター 3Ｆ体育場〉

Let's try Fencing!
～フェンシングをやろう～

フェンシング体験

参加自由 直接会場へ

18:00-21:00

〈秋田県社会福祉会館2階体育館〉

ボッチャ体験

ボッチャ体験

参加自由 直接会場へ

9:00-11:00

〈八橋テニスコート(砂入り人工芝コート４面)〉

ジュニアアスリート支援セミナー
（ソフトテニス教室）

小学生を対象とした技術レッスン（ソフトテニス）

参加自由　直接会場へ（ラケット等持参）

16:00-18:00

〈茨島体育館〉

チャレンジデー
グリーンスポーツフェスティバル
（障がい者の方も参加可能）

ストレッチ、バドミントン、卓球、８人制バレー、軽い筋トレ等

参加自由 直接会場へ
(運動出来る服装、タオル等持参)

13:30-15:30

〈県立体育館〉

げんき！健康！
さわやかウォーキング
ウォーキング・ストレッチ

事前申込み（各70人程度） 参加料100円
(一財)秋田県総合公社（県立体育館事務所）

TEL018-862-3782

9:45-12:00

〈県立体育館〉

あきた元気アップ
円熟塾in秋田県立体育館
ストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動

参加自由　直接会場へ
(一財)秋田県総合公社（県立体育館事務所）

TEL018-862-3782

10:00-11:30  13：30-15：00

わくわくチャレンジデー
(就学前の乳幼児と
その保護者対象)

〈東部市民サービスセンター〉

ぱるぱるホール

参加自由　直接会場へ

10:00-11:15

〈西部市民サービスセンター〉

おもいっきりあそぶday

参加自由　直接会場へ

10:00-11:30

〈北部市民サービスセンター〉

にっこりあそぶday

参加自由　直接会場へ

9:30-11:00

〈河辺市民サービスセンター〉

運動会ごっこ

参加自由　直接会場へ

10:30-11:30

〈雄和市民サービスセンター〉

おやこでポンポン！

参加自由　直接会場へ

10:30-10:50

〈中央市民サービスセンター〉

ぷりぷりプリンのおへや（2～3歳児親子対象）

参加自由　直接会場へ

10:30-10:50

〈南部市民サービスセンター〉

参加自由　直接会場へ

ホールdeあそぼうチャレンジデー

10:00-11:00

チャレンジデー
ブラウブリッツパーク

9:00-10:00 14:00-15:00

〈あきぎんスタジアム〉
ユース交流会

別途申込

19:00-21:00

〈あきぎんスタジアム〉
ジュニア交流会

別途申込

17:00-19:00

〈あきぎんスタジアム〉
キッズスクール

別途申込

15:30-16:00

〈あきぎんスタジアム〉
シニア交流会

別途申込

13:00-15:00

〈スペースプロジェクト・ドリームフィールド〉
社会人交流会

別途申込

19:00-21:00

〈スペースプロジェクト・ドリームフィールド〉
アキスポサッカー交流会

別途申込

17:00-19:00

〈健康広場〉
ブラウブリッツ秋田サッカースクール

ゴールキーパースクール

別途申込

16:00-21:00

〈ソユースタジアム〉
ブラウブリッツ秋田 公開練習会

見学自由　直接会場へ

〈あきぎんスタジアム〉
キッズフェスティバル

別途申込

10:00-12:00

チャレンジデー
イオンモールパーク

ラジオ体操

参加自由　直接会場へ

9:00-9:30

〈ミュージック工房〉
ヨガ

別途申込（先着15人） 直接会場へ
秋田市スポーツ振興課まで
TEL018-888-5611

(運動出来る服装、タオル等持参)

9:30-10:30

〈ミュージック工房〉
初めてのヨガ

～ながらdeむくみさよならポーズ～

講師：秋田市地域おこし協力隊 重久愛
別途申込（先着15人） 直接会場へ
秋田市スポーツ振興課まで
TEL018-888-5611

(運動出来る服装、タオル等持参)

10:40-11:30

〈多目的ホール〉
健康体操

参加自由 直接会場へ
(運動出来る服装、タオル等持参)

13:30-15:00

〈多目的ホール〉
武術太極拳

参加自由 直接会場へ
(運動出来る服装、タオル等持参)

10:00-11:30

3B体操

参加自由　直接会場へ

9:30-11:00

いいあんべぇ体操

参加自由　直接会場へ

13:00-13:30

参加自由　直接会場へ

ごしょの健康研究所
貯筋たいそう

椅子を活用し、筋トレ、リズム体操、ストレッチ等

11:00-12:00

〈エリアなかいち〉〈イオンモール秋田 セントラルコート〉
チャレンジデー  なかいちパーク

詳しくはブラウブリッツ秋田まで
TEL018-874-9777

〈さきがけ八橋球場〉

チャレンジデー
ベースボールパーク

参加自由　直接会場へ(雨天中止)

〈ＣＮＡアリーナ★あきた〉

第39回竹半杯
8人制バレーボール大会
8人制バレーボール大会

別途申込　詳しくは竹半スポーツまで
TEL018-862-1212

9:00-17:00

〈八橋健康広場〉

チャレンジデー
ターゲット・バードゴルフデー
ターゲット・バードゴルフ体験教室

参加自由 直接会場へ(小雨決行)
(運動出来る服装、タオル等持参)

10:00-15:00

500歳・還暦
マラソン野球大会

11:00-16:00

チャレンジデー
バッティングセンター

9:00-11:00

ストライダー体験

参加自由　直接会場へ

14:00-17:00

秋田市in2019
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