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事前キャンプを知ろう／国際レベルのプールの秘密に迫る！横浜国際プールってどんなところ？

英国代表チームを応援しよう／「横浜国際プール」で開催！ジャパンパラ水泳競技大会から学ぶ、パラ水泳競技の魅力

英国代表チームを応援しよう／【オリンピック競技編】東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて知っておきたい！
　　　　　　　　　　　　　  英国代表チームのここがスゴイ！

英国代表チームを応援しよう／【パラリンピック競技編】東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて知っておきたい！
　　　　　　　　　　　　　  注目するパラリンピック競技と英国パラアスリートを紹介

英国代表チームを応援しよう／高桑早生選手が海外で見る、日常に根付くパラスポーツの光景とは

英国代表チームを応援しよう／英国代表チーム（Team GB）器械体操選手にインタビュー

英国代表チームを応援しよう／英国選手団長ペニー・ブリスコーさん、パフォーマンス責任者トム・ポールソン博士が、
　　　　　　　　　　　　　  東京2020大会に向けた抱負と期待を語りました！

ジュニア記者レポート／イギリス選手がやってきた！～「2018ジャパンパラ水泳競技大会」を取材しました

ジュニア記者レポート／英国代表チームが横浜国際プールにやってきた！ GO GB!! がんばれ、英国！

ジュニア記者レポート／すべての人をつつみこめる社会へ～英国パラリンピアンからのメッセージ
　　　　　　　　　　 「共生社会について考える」オンラインセミナーを視聴して

ジュニア記者レポート／ジュニア記者による2021年英国事前キャンプに関するインタビュー
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趣旨
　横浜市、川崎市、慶應義塾大学は、東京2020オリンピック・パラリンピック大会に向けて、英国オリンピック・
パラリンピック代表チームの事前キャンプをホストとして受け入れました。3者で連携し様々な情報を発信する
ことで、応援の機運を盛り上げるにあたり、英国代表チーム応援ウェブサイト「GO GB 2020」を立ち上げまし
た。
　この資料は、2018年8月にウェブサイトを立ち上げて以降、2022年2月に公開終了するまで、本ウェブサイト
に掲載された主な情報を後世に伝えるためにアーカイブするものです。
　収録した情報の多くは、掲載当時の文章を載せており、所属・職名等も掲載当時のものです。あらかじめご了
承ください。

事前キャンプを知る

英国代表チームを応援する

GO GB コラム

※本ウェブサイトは、英語版でも同内容を発信しました（この資料では掲載を割愛）。
※GO GBコラム、ジュニア記者レポート、ニュース＆イベントの各上部に記載された日付は本ウェブサイトへの掲載日を表しています。
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清家篤塾長が英国オリンピック委員会を訪問

東京2020オリンピック英国チーム事前キャンプ契約締結式

英国オリンピック委員会ビル・スウィーニー最高経営責任者（CEO）が講演会を開催

英国トライアスロン、パラトライアスロンチームの選手たちと横浜市の小学生との交流会

東京2020英国パラリンピック代表チームの事前キャンプ覚書締結式開催

公立保育園での英国給食の提供と併せて英国交流イベント実施しました！

英国オリンピック委員会（BOA）の大視察団が日吉キャンパスを訪問

英国オリンピック委員会CEOによる講演会を横浜市と川崎市の合同主催により開催しました！

 英国事前キャンプ・ホストタウン応援企画
「英国と横浜を知る講座～英国の共生社会文化から学ぶ～」を実施しました！

英国パラリンピック委員会が日吉キャンパスの施設を視察 

アーチェリーとボート競技の英国選手が慶應義塾大学で合同練習

英国パラリンピック委員会（BPA）CEOのティム・ホリングスワース氏が長谷山塾長を表敬訪問 

水泳の英国代表チームが日吉キャンパスでトレーニングキャンプを実施

日吉キャンパスのバリアフリー施設の改善に向けて英国パラリンピック委員会と連携

マイク・シャロック英国パラリンピック委員会（BPA）新CEOが長谷山塾長を表敬訪問

きかんしゃトーマスとなかまたちが川崎市英国事前キャンプのPR大使に就任します！

英国陸上チームと、川崎の市立高校陸上部メンバーとの交流事業を開催しました

ローズ＆ガーデンマーケットで英国事前キャンプホストタウンをPR!!
～英国と横浜をつなぐ親善大使のひつじのショーンが大活躍！～

2019年英国トライアスロンチーム・パラトライアスロンチームとの交流

英国パラリンピック委員会（BPA）と川崎市は東京2020大会事前キャンプ施設利用に関する契約を締結しました

BOAスタッフと慶應義塾職員が準備会合を実施

英国オリンピック委員会（BOA）、パラリンピック委員会（BPA）が信濃町キャンパスを訪問

柔道の英国代表チームが日吉キャンパスでトレーニングキャンプを実施

テコンドー英国代表チームが日吉キャンパスの施設を見学
【横浜英国プレ事前キャンプレポート・第1弾！】 横浜国際プールで英国水泳代表チームのプレ事前キャンプが行われました！
【横浜英国プレ事前キャンプレポート・第2弾！】 公開練習に総勢700名の子どもたちが参加しました！
【横浜英国プレ事前キャンプレポート・第3弾！】 英国水泳チームが日本文化を体験！
【横浜英国プレ事前キャンプレポート・第4弾！】 横浜国際プールが英国歓迎ムード一色に！
【横浜英国プレ事前キャンプレポート・第5弾！】 歓送セレモニーを行いました！

英国オリンピック委員会（BOA）の新CEO Andy Anson氏が長谷山塾長を表敬訪問

アンディ・アンソン英国オリンピック委員会新CEOが福田市長を表敬訪問されました

11月5日（火）英国オリンピック委員会（BOA）新CEOアンディ・アンソン氏が林文子横浜市長を訪問されました

ボート競技の英国パラリンピック代表チームが日吉キャンパスでトレーニングキャンプを実施

トランポリンの英国代表チームが日吉キャンパスでトレーニングキャンプを実施

 ～日英交流年 「UK in JAPAN 2019-20」～BBCスコティッシュ交響楽団の演奏者と横浜市内の小学生が音楽で交流

川崎市立さくら小学校で英国交流イベントを開催しました
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ニュース&イベント



目次

04

「英国代表チーム川崎キャンプサポーター」募集結果について

英国事前キャンプ横浜市ボランティア「横浜ホストタウンサポーター」を募集しました！

「英国パラリンピック委員会選手団長講演会」が桐蔭横浜大学で行われました

英国コヴェントリー市のこどもたちが横浜を訪問！

朝原宣治氏と多川知希氏の講演より～GO GB 英国フェスティバル～英国をもっと好きになろう！～

東京2020大会延期に関する英国オリンピック委員会、英国パラリンピック委員会
およびUKスポーツによる共同声明

カワサキテディ＆ローズで、おうちから英国の応援をしよう

川崎市のホストタウン広報の取組が、ホスタウンアワードで「優良情報発信賞 大賞」を受賞

ʻDear Tokyoʼ 東京2020オリンピック1年前～ Team GB からメッセージが届きました

ボランティアや市職員、川崎の子どもたちから 英国へ応援メッセージ動画を公開！

Yokohama, Friends of Great Britain! Photo応援メッセージで、
横浜から英国代表チームへ笑顔を贈ります

英国パラトライアスロンチームからのメッセージが届きました！～英国と横浜 映像でつながる絆～

「英国オリンピック委員会 マーケティング責任者オンライン講演会」が横浜商業高等学校で行われました

「英国をもっと知ろう」横浜市立北山田小学校でオンライン交流会が行われました

「英国の知見から学ぶ インクルーシブ・デザイン オンラインセミナー」を実施！

「英国パラリンピアンからのメッセージ ～共生社会を考える～」オンラインセミナー実施！

東京2020オリンピック・パラリンピック英国代表チーム 
横浜市・川崎市・慶應義塾大学で事前キャンプを開始

安心・安全な事前キャンプ運営に向けた感染症対策

東京2020オリンピック・パラリンピック英国事前キャンプに向けて
英国オリンピック・パラリンピック代表チーム団長がコメントを発表

ようこそ英国水泳代表チーム！ 北山田駅前広場に「GO GB 2020」のデザインマンホール設置！

都筑区のオリンピック・パラリンピック教育推進校が英国オリンピック水泳代表チームと交流を行いました！！

東山田小学校の児童が英国オリンピック水泳代表チームをサプライズでお見送りしました！！

英国オリンピック代表チームが、川崎市等々力競技場での事前キャンプ期間中に公開練習を開催しました

英国代表チーム事前キャンプでボランティアの「おもてなし」が大好評

英国オリンピック代表選手から感謝のメッセージが届きました

英国パラ陸上選手にスクールバスを提供した市立田島支援学校に記念品が届きました

英国事前キャンプ横浜市ボランティア「横浜ホストタウンサポーター」感謝会が行われました！

事前キャンプでのボランティア活動を振り返る「サポーターサンクスデー」を開催しました

横浜初等部生と英国パラリンピック代表選手の交流会開催 

英国代表チームから横浜市へ、感謝を込めた記念品が贈呈されました！

英国オリンピック委員会最高経営責任者（CEO） アンディ・アンソン氏

英国パラリンピック委員会最高経営責任者（CEO） マイク・シャロック氏
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英国代表チームからの感謝のメッセージ



GO GBを合言葉に英国代表チームを応援しよう！
　横浜市・川崎市・慶應義塾大学は、東京 2020 オリンピック・パラ
リンピックにおける英国代表チームの事前キャンプをホストとして
受け入れました。
　この３者はチーム「Friends of Great Britain」（フレンズ・オブ・グ
レイト ブリテン［英国］）を結成。“GO GB（ゴー・ジービー：がんばれ、
英国）”を合言葉に、市民、学生とともに英国代表チームを応援し、さ
まざまな活動を行っています。

事前キャンプとは
選手村に入村する前に、時差や気候に順応するため、またコンディション調整のた
めに行われるトレーニングキャンプ。開催都市だけでなく、開催国内や近隣国で実
施されます。

GO GB について／ GO GB 応援ムービー /GO GB のあゆみ
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横浜市・川崎市・慶應義塾大学が「GO GB」を合言葉に英国代表チームを応援する
動画を製作しました。

GO GB 応援ムービー

GO GB のあゆみ

東京 2020 オリンピック競技大会英国オリンピック代表チームの事前キャンプ地が
横浜市・川崎市・慶應義塾大学に決定！

日本オリンピック委員会・横浜市・川崎市・慶應義塾大学が英国オリンピック委員会と覚書締結

横浜市・川崎市・慶應義塾大学が英国オリンピック委員会と個別契約締結

横浜市・川崎市・慶應義塾大学が英国パラリンピック委員会と覚書を締結

英国代表チーム事前キャンプ入り

東京 2020 オリンピック開幕

東京 2020 パラリンピック開幕

英国代表チーム事前キャンプ終了

2016/1/20

2016/2/8

2017/3/21

2018/5/24

2021/7/1

2021/7/23

2021/8/24

2021/9/3

https://youtu.be/wUsls3ebhQ4



　2021年、横浜市・川崎市・慶應義塾大学のスポーツ施設に、さまざま
な種目の英国トップアスリートたちがやってきます。
　事前キャンプは、練習を積み重ねてきた選手たちが、東京 2020 オリ
ンピック・パラリンピックで力を出し切るための、もっとも重要な最終
調整の場。選手のみなさんが最高の準備をし、最高のパフォーマンスを
発揮できるよう、私たちも最大限の協力をしていきます。
　そして、この事前キャンプという機会は、英国ひいては世界の人々に、
日本を、わたしたちの街を、大学を知ってもらう機会にもなります。市
民や学生のみなさん一人ひとりにとって、新しい出会いや交流が生まれ
るかもしれない、またとないチャンスでもあります。
　合言葉は、“GO GB”。わたしたちは、友人「Friends of Great 
Britain」として、英国代表チームを応援します。かけがえのない体験を、
一緒に共有していきましょう。

川崎市

横浜市

ホストからのメッセージ

慶應義塾大学

　横浜は、1859年の開港以来、世界の国 と々日本をつなぐ港町として発展し、現在
は人口377万人の日本最大の都市となっています。東京都心部から市の中心部まで
約30km、羽田空港から約25kmと抜群の交通アクセスを持ち港に面した山手地区
や中華街、みなとみらいは異国情緒漂う独特な雰囲気で多くの観光客を惹きつけ
る一方、歴史と自然豊かな丘陵地帯を擁するなど、多彩な面を持ち合わせています。
　また、スポーツ、文化芸術、花と緑など、1年を通して市内各地で多彩なイベント
に出会えるのも魅力の一つです。特に、横浜では2019年にラグビーワールドカップ
2019™（決勝戦を含む7試合）、2021年には東京オリンピックの野球・ソフトボール競技、サッカー競技の実施が予定されており、国
際的なスポーツイベントが連続して開催されます。世界から多くの方々が訪れるこの機会に、横浜ならではのおもてなしと、交流の
機会を創出していきます。

ホスト紹介
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横浜市・川崎市・慶應義塾大学

横浜市 webサイト https://www.city.yokohama.lg.jp/
横浜市オリンピック・パラリンピック推進課 https://tokyo2020.city.yokohama.lg.jp/  （2022年3月末まで）

　川崎市は、東京と横浜に挟まれ、多摩川に沿って東西に細長く伸びる人口150万
人を擁する全国有数の都市です。羽田空港からアクセスのよい市南部は、世界的企
業や最先端の研究開発機関などが多く立地している一方、市北部は、多摩丘陵や生
田緑地など豊かな自然に恵まれています。
　芸術・文化の資源が豊富で、特に音楽では一年を通じ、アジア交流音楽祭やかわ
さきジャズなど、街なかで気軽に楽しめるイベントが開催されています。スポーツ
の面では、サッカーJリーグの川崎フロンターレをはじめ、さまざまな強豪チームが
川崎をホームタウンとして活躍しています。2020年には英国シェフィールド市との友好都市30周年を迎えました。英国事前キャン
プの受け入れを通じて、次の世代へとつながるよう英国との交流を深めていきます。
川崎市 webサイト http://www.city.kawasaki.jp/
川崎市オリンピック・パラリンピック推進室 http://www.city.kawasaki.jp/2020olypara/index.html

　慶應義塾の起源は、1858年、福澤諭吉が江戸に開いた蘭学塾です。英国をはじ
めとする欧米諸国歴訪ののち、近代教育の必要性を痛感した福澤は、蘭学塾を英
学塾へと転換、1868年に慶應義塾と命名しました。現在では、学生数約33,500人、
10学部・14研究科を擁する日本有数の総合大学として、教育・研究・医療の分野で
日々挑戦を続けています。
　福澤は、体育教育の重要性にもいち早く注目しました。慶應義塾体育会は1892年
に創設され、現在43団体が所属しています。今回英国代表チームにご提供する施設
の一部は、体育会の練習場所でもあります。英国とのつながりは深く、15以上の英国の大学との交流協定を締結し、2011年からは
毎年11月に、ブリティッシュ・カウンシルとの共催で、ロンドンにて英国の高校生・大学生向けに、日本留学フェアを開催しています。
慶應義塾 webサイト https://www.keio.ac.jp/ja/
慶應義塾公式 Instagram（English-language） https://www.instagram.com/keio_university/?hl=en

横浜市観光情報 https://www.welcome.city.yokohama.jp/

川崎市観光情報 http://www.k-kankou.jp/

慶應義塾公式 Facebook https://www.facebook.com/KeioUniversity



　「横浜国際プール」は、国内最大級の国際公認プールです。パンパシフィック水泳
選手権大会、日本学生選手権などの世界大会・全国大会の開催はもとより、市民の
体力づくりの場としても親しまれています。
　約4,000席の観客席を擁するメインプールは、5月から9月まではプールとして、
10月から4月は床が設置され、テニス、フットサルなどさまざまな競技のスポーツ
アリーナになるほか、プロバスケットボールリーグ「Bリーグ」横浜ビー・コルセアー
ズのホームアリーナとして賑わいます。他にもサブプール、トレーニングルーム、サ
ブアリーナ、多目的ホール、会議室も備えた総合スポーツ施設です。

横浜国際プール（横浜市）
事前キャンプ期間：【オリンピック】2021年7月12日～8月5日
受入競技：【オリンピック】競泳・アーティスティックスイミング・飛込（ダイビング）

　川崎市等々力陸上競技場・補助競技場は、川崎市中原区の等々力緑地内にありま
す。等々力陸上競技場は、Jリーグ川崎フロンターレのホームグラウンドでもあり、
試合の日にはスタジアム内がチームカラーの青一色に染まり、選手と市民が一体
となった応援が行われます。プロの試合のほか、中高校生のサッカー公式戦や陸
上などの競技場として利用され、 試合のない日には一般の方々が利用しています。
　等々力緑地は、等々力陸上競技場以外にもテニスコートやとどろきアリーナなど
の運動施設、ふるさとの森などの自然と触れ合える施設、市民ミュージアムといっ
た文化施設を有しており、1年を通じて多くの市民で賑わっています。

川崎市等々力陸上競技場・補助競技場（川崎市）
事前キャンプ期間：【オリンピック】2021年7月9日～8月2日
　　　　　　　　  【パラリンピック】2021年8月14日～9月2日
受入競技：【オリンピック】陸上競技・サッカー・7人制ラグビー
　　　　  【パラリンピック】陸上競技

施設紹介

等々力陸上競技場 http://www.city.kawasaki.jp/shisetsu/category/25-9-0-0-0-0-0-0-0-0.html
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　英国代表チーム（Team GBならびにParalympicsGB）の事前キャンプには、東
急東横線・横浜市営地下鉄日吉駅前に広がる日吉キャンパスと、駅をはさんで反対
側の下田地区（いずれも横浜市港北区）にある各種施設を提供する予定です。通常
は、学生の体育の授業場所、慶應義塾体育会各部の練習場所の一部となっていま
す。本大会競技会場などへのアクセスがよい上に、緑豊かな立地にあり、選手や選
手を支えるスタッフのみなさんがリラックスして練習や準備に専念するために、最
適の環境を提供したいと考えています。 
　受入競技はTeam GBで13競技程度、ParalympicsGBで5競技程度を予定。各競
技種目の予選を経て、慶應義塾大学で事前キャンプを行うことになった種目の各
代表選手は、選手村に移動するまでの期間、ここで最終調整を行うことになります。

慶應義塾大学 日吉キャンパス（横浜市）
事前キャンプ期間：【オリンピック】2021年7月8日～8月7日
　　　　　　　　  【パラリンピック】2021年8月13日～9月1日
受入競技：【オリンピック】アーチェリー・ボクシング・柔道・ウェイトリフティング・バドミントン・フェンシング・ホッケー
　　　　　　　　　　　テコンドー・バスケットボール・体操・近代五種・卓球 ほか
　　　　  【パラリンピック】アーチェリー・テコンドー・パワーリフティング・ 柔道・車いすフェンシング

慶應義塾 webサイト　https://www.keio.ac.jp/ja/

横浜国際プール webサイト　http://www.waterarena.jp/

※各競技の説明については、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会の webサイト「競技」ページをご覧ください。
※事前キャンプ受入競技・期間は全て予定です。



リオ2016 大会までの英国代表チームの活躍はこちら！

数字で見る英国代表チーム／リオ 2016 大会まで
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選手とのタイム比較では、40mまではダンの方が速いです」村田監督のお手持ちの資料によると、ボルトVSダンは20ｍ：ボルト
2.89秒・ダン2.70秒、40ｍ：ボルト4.64秒・ダン4.62秒。
　15人制と同じ広さのグラウンドを7人で駆け巡るのですから、同じラグビーと言っても、内容は異なります。「ラグビーよりも個人
の華麗なステップワーク、長くて正確なパス回しなどが重要になってきます。そして、そこに注目すると、またとても面白く競技が楽
しめます。英国代表チームはキック、パスの精度も高く、ラインアウトも大変高い位置で取るので、そこも面白いですね」
　とにかく前半７分、後半７分、グラウンド中を全力で駆けるスポーツ。しかも、同じチームが１日に何試合もゲームを行います。試合
の面白さもですが、もう１つ香港セブンス大会を中心とした、観客たちの華やかなコスプレを見る楽しみもあると村田監督は指摘
します。ピンクや黄色のアフロヘアーのかつらや、色とりどりの思い思いの衣装が観客席を埋め、観客もノリが良く、15人制とは、全
く違う雰囲気を醸し出します。英国をイメージしたコスプレで、是非、応援に出かけてみてはいかがでしょうか。

東京2020大会での英国代表チームの活躍を数字で見てみましょう！

数字で見る英国代表チーム／ TOKYO2020 大会結果
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※2022年1月時点でのメダル数


