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スポーツアトラクション
キックターゲット、ドリブル
サーキット、スピードキン
グ、スナックゴルフなど、
いろんなスポーツが体験
できるアトラクションを実
施します。チケット制で参
加出来ます。

U9（小学３年生以下）サッカー大会
（６人制）
小学生3年生以下の6人制サッカー大会!!

KOBA式体幹バランス
トレーニング教室

FUNダンス～みんなで踊ろう～

KIDSチアダンス
練習してきた成果を元気
いっぱい踊ります。応援よ
ろしくお願いします。

「いいね」
随時情報掲載!

2019川越水上公園
スポーツfunフェスタ お願いします!

やさしい
YOGA

ボディメイク教室

ボルダリング体験
東京オリンピック新種目
に挑戦しよう！！

スケートボード教室

ふわふわエア遊具・
バッテリーカー

サイクルチャレンジコース／
by サイタマサイクルプロジェクト
自転車で「くねくね
コース」や「障害物
コース」を走ります。
自転車は貸出しし
ます。

川越グルメスペース
川越B級グルメからクレープ等のカフェメニューまで、
様々なメニューを取り揃え、 イベント内の楽しい一時
を潤します！

ホクホク焼き芋販売
この季節にぴった
り。地元川越産の
さつまいもをほっく
りと焼き上げます。

Brighton cafe
川越市通町にある生パスタの美味しいお食事
屋さんです。当日のメニューはお楽しみに！！

手作りネームプレート体験／
by 株式会社ビー・エル・ビルド
自分だけのプレートを自
由に作りましょう。

移動水族館・移動動物園&金魚すくい
動物との触れ合いもでき
ます。お楽しみください。

フットゴルフ体験
大注目のニュースポーツ。
2020年にはワールドカッ
プが日本で行われます。
現役日本代表選手と一緒
に体験しよう!!

エアトランポリン教室 
by キッズパワー
安全面に配慮されたトラン
ポリンです。有資格者が丁
寧に指導します。

親子で寄せ植え

※事前申込

U7（小学1年生以下）サッカー大会
（7人制）

グリーンボール（サーブなし）
テニス大会

グリーンボール（サーブあり）
テニス大会

サーブはまだ不安、でも試合をしてみたい！大会形式
にチャレンジしたい初級者向けの大会です。

親子テニス教室
初心者でも安心してご参加できます。
親子でチャレンジ！！

筋トレとコアトレーニング
でカラダを鍛えよう！

白を基調とした季節の植物を使い、寄せ植えを行ない
ます。

試合にチャレンジしたい、大会形式に挑戦したい初級
者向けの大会です。

かけっこ教室

※事前申込

時間： ①10：00～10：30
 ②11：25～11：45

小学1年生を対象とした7人制のサッカー大会！！
申込方法：事前に電話申込
☎049-241-2243  担当：沖山
（火～日曜 10：00～20：00）

対象：小学1年生以下
時間：8：45～12：45
料金：1チーム ￥6,000
募集：16チーム

MAP

熱いパフォーマンスで盛り上げ
ます!!ぜひ応援に来て下さい! 時間：11：50～12：25

KIDSダンス
楽しく踊ることをモットーに
日々、練習しています。ステー
ジでの発表会は緊張しますが、
元気よく頑張ります!!

時間：11：05～11：20

対象：どなたでも
時間：10：30～11：00

少年サッカー大会表彰式

フットボールシンガーのmiya takehiro
とフリースタイルフットボーラーのIndy 
Suzukiが表彰式を盛り上げます。

時間：14：00～15：00

募集：12チーム
申込方法：事前に電話申込
☎049-241-2243  担当：沖山
（火～日曜 10：00～20：00）

対象：小学3年生以下
時間：8：45～13：00
会場：屋内フットサルコート
料金：1チーム ￥6,000

魔法のサッカー「ウォーキングサッカー」教室＆大会
走るの禁止!! 今、話題沸騰のフットボールです。インク
ルージョンスポーツとしても注目のサッカーです。事前
に簡単なレクチャーを実施した後に、大会形式で楽しみ
ます。

※事前申込

※事前・当日申込

募集：6チーム
 （1チーム7名以上から）
申込方法：事前に電話申込
☎049-241-2243  担当：沖山
（火～日曜 10：00～20：00）

対象：高校生以上
会場：屋内フットサルコート
時間：13：30～16：00
料金：ひとり ￥1,500

対象：幼児から大人
会場：屋外フットサルコート
時間：10：15～16：30
料金：￥100、￥500、￥1,000
 チケット　
申込方法：当日受付ブースで
  チケット購入。

サッカーの長友選手、久保選手や水泳の池江選手などの
トップアスリートが実践し、また老若男女問わず安心安全
にできるトレーニングです。 柔軟性・安定性・バランス・
連動性に着目したトレーニングメソッドです。
対象：幼児～大人
時間： ① 9：00～10：15
 ②10：30～11：45
 ③12：30～13：45
 ④15：00～16：15

会場：屋内・外フットサルコート
料金：￥600　募集：20組
申込方法：事前に電話申込
☎049-241-2243  担当：沖山
（火～日曜 10：00～20：00）

※事前申込

走り方の基本動作を丁寧に指導します。
料金：各￥1,040
申込方法：事前当日申込
☎049-241-2287
（火～日曜 10：00～20：00）

対象：小学生
定員：各１６名
会場：サッカーグラウンド
時間： ①13：00～14：00
 ②14：15～15：15

※事前・当日申込

定員：12名
申込方法：事前に電話申込
☎049-241-2243  
担当：中川
（火～日曜 10：00～20：00）

対象：小学4～6年生
 （男女混合）
時間：8：30～11：00　
料金：選手1名 ￥1,500
 （参加賞・賞状あり）

定員：12名
申込方法：事前に電話申込
☎049-241-2243  
担当：中川
（火～日曜 10：00～20：00）

対象： 小学4～6年生
 （男女混合）
時間：11：30～14：00
料金：選手1名 ￥1,500
 （参加賞・賞状あり）

※事前申込

※事前申込

申込方法：事前に電話申込
☎049-241-2243  
担当：中川
（火～日曜 10：00～20：00）

対象：テニス未経験、初心者の小学生（1～3年生）と
 その保護者様
時間：15：00～16：30　
会場：川越水上公園テニスコート
料金：親子1組 ￥1,000
募集：12組

対象：どなたでも（親子も可）
定員：30名
会場：フィットネススタジオ
時間：10：10～11：10
料金：￥420
申込方法：当日先着順

対象：幼児から大人
時間：10：00～16：00
料金：￥500

対象：幼児から大人
時間：10：00～16：00
料金：￥500
申込：当日申込

対象：幼児から大人
時間：10：00～16：00
料金：無料

対象：3才～小学生まで
時間：10：00～16：00
料金：1回 ￥100

時間：10：00～16：00
料金：無料
申込方法：当日受付

対象：ブレーキ付き補助なし
 自転車に乗れる人
定員：10人ずつ走行、随時実施
時間：11：00～15：00
料金：無料
申込方法：当日受付

対象：幼児～
時間：10：00～16：00
料金：金魚すくいは
 1回￥100

時間：11：00～16：00
会場：フードスペース

時間：11：00～16：00
会場：フードスペースにて販売
料金：¥300～

時間：10：00～16：00
会場：フードスペースにて販売

料金：￥2,520
申込方法：事前当日申込
☎049-241-2243 
（火～日曜 10：00～20：00）

対象：どなたでも（親子）
定員：10組
会場：フィットネススタジオ
時間：13：00～14：30

対象：高校生以上
定員：30名
会場：フィットネススタジオ
時間：11：15～12：15
料金：￥420
申込方法：当日先着順

※事前申込

東京オリンピック新種目に
挑戦しよう！

対象：幼児から大人
時間：10：00～16：00
料金：無料

パトカー展示

フットボールパーク
川越・埼玉No.1サッカー
ショップ。 時間：11：00～16：00

本物のパトカーを展示しま
す。パトカーと一緒に写真
を撮ろう!!

時間：10：00～12：00

～miya takehiro×
 Indy Suzuki～Live

～ホワイトクリスマス風ギャザリング～

特設ステージエリア

特設ステージエリア

テニスコートエリア

スタジオエリア

スタジオエリア

イベントエリア

イベントエリア②

イベントエリア①

フード&販売スペースエリア

屋内・屋外フットサルコートエリア

屋内・屋外フットサルコートエリア

サッカーグラウンドエリア

サッカーグラウンドエリア

テニスコートエリア
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会場案内本部

会場入り口
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フード&販売スペースエリア
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