
報道関係各位

⼀般社団法⼈スポーツフォーライフジャパン（東京都渋⾕区、代表理事︓⼿嶋雅夫）と三井不動産レジデンシャル株
式会社（東京都中央区、代表取締役社⻑︓藤林清隆）は、⼤規模スポーツフェス、第3回『ザ・コーポレートゲームズ
東京 2016 アジア パシフィック』を、 2016年11月5日(土)、6日(日)に開催しました。
『ザ・コーポレートゲームズ 東京』は、過去2回の開催で累計468社、約16,000⼈の参加を集めた⼤規模スポーツフェ

スです。今年も昨年に続き、延べ約10,000⼈の参加者が湾岸エリアに集結し、2日間にわたり、15会場で全10競技が
⾏われました。

新入社員とベテラン社員の混合チームで参加した企業・数十⼈でひとつの競技に参加する地方の企業・リベンジを果た
すべく、3年連続同種目に参加する企業・過去⼤会に参加した企業同⼠で練習会を実施してから本⼤会に臨んだ企
業・⾼い技術⼒で実証実験を⾏った企業など、様々な形の参加で、多種多様な交流が⾏われました。

なかでも、東日本電信電話株式会社（ＮＴＴ東日本）は、合計854⼈の社員が本⼤会に参加し、これまで日本で
開催されたコーポレートゲームズのなかでも最も参加⼈数の多い企業となり、11月24日（木）に開催された「クロージン
グアワードセレブレーション（表彰式）」で「スポーツフォーライフグランドアワード（最優秀賞）」が表彰され、 『ザ・コーポ
レートゲームズ 東京 2016 アジア パシフィック』は幕を閉じました。

第3回『ザ・コーポレートゲームズ 東京 2016 アジア パシフィック』
⼤規模スポーツフェスに、企業間交流や社内のチームビルディングを目的に

延べ約１０，０００⼈が集結︕
開会式では、稲村亜美さんが初の陸上トラックで始球式︕時速97kmを記録

懇親イベントでは、伊調馨選⼿や⼤⿊摩季さんの登場で会場がひとつに︕
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メダル授与式（左︓ドッジボール、右︓野球）「クロージングアワードセレブレーション」の表彰

リレーマラソン 野球

綱引き

フットサルドッジボール

バレーボール



開催初日の全10種目のスポーツ競技の終了後に、参加者全員が参加できる懇親イベント「ゲームズセレブレーション
パーティー」が⾏われました。
主催者代表挨拶として、実⾏委員⻑の⼿嶋雅夫より、「今日負けた⼈も、勝った⼈も、応援した⼈も、皆様楽しんで

欲しい。」という挨拶から始まり、ゲストには、レスリングの伊調馨選⼿や、太田忍選⼿、さらには、元障害者スキー日本
代表の太田渉子選⼿、ウィルチェアラグビーの官野⼀彦選⼿、元アイススレッジホッケー日本代表の上原⼤祐選⼿と
いったアスリートが登場。
さらに、⼤⿊摩季さん、ISEKIさんよるアーティストライブや、⻄元祐貴さんによるライブペイントパフォーマンス、永野さん

によるお笑いパフォーマンスやシュートボクシングの⼥子世界王者のRENAさんを交えたトークショーなど、競技参加者を
熱く盛り上げるライブも⾏われました。
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▽⼤⿊摩季さん熱唱︕永野さんによるお笑いパフォーマンスなど、
豪華ゲストが参加アスリートを盛り上げる︕ 「ゲームズセレブレーションパーティー」

▽稲村亜美さんが始球式で時速97kmの速球を披露︕
リレーマラソン「スタートアトラクション」

夢の島競技場では、開催初日にリレーマラソン「スタートアトラクション」を実施し、ダイナミックな投球フォームや神スイング
で話題のタレント、稲村亜美さんが登場しました。稲村さんは⾃⾝初となる陸上トラックでの始球式を⾏い、時速97kmの
速球を記録しました。稲村さんは投球を振り返り、「今回はまずまず。最⾼記録更新（時速103km）はできなくて悔し
いですが、陸上競技場での始球式は初めてだったので興奮しました。」と感想を語りました。
また、稲村さんは、所属する公式ランニングチームTOKYO GIRLS RUNとしてリレーマラソンの競技に出場し、リレーマラ

ソンの⼥子ハーフの部で、⾒事1位に輝きました。

⼿嶋実⾏委員⻑による開会宣⾔ 稲村亜美さんによる始球式 リレーマラソンに出場した、TOKYO GIRLS RUN

COLORSのチアパフォーマンス ⼿嶋実⾏委員⻑の挨拶 ISEKIさんのライブパフォーマンス TOKYOGIRLS RUNのトークショー

永野さんののお笑いパフォーマンス シュートボクシング⼥子世界王者
RENAさんのトークショー

⼤⿊摩季さんのライブパフォーマンス ⻄元祐貴さんのライブペインティング



▽各競技種目 入賞チーム
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▽参加企業の声

〈東日本電信電話株式会社〉
“ ⼤会に参加させていただき、非常に満足しています。社員数が多いこともありますが、社外の方々とコミュニケーションをとる
ことで「組織の枠組みから出てみる」という体験は非常に刺激になりました。各チームが、積極的にコーポレートゲームズを社
内のコミュニケーション向上のためのツールとして活用しており、例えば17:30以降を「チーム練習の時間」として当てるなど、9
月10月は参加チーム内で残業時間が減る傾向がありました。
働き方について昨今色々なニュースが出ていますが、『「働き方改善」の⼿段としてのコーポレートゲームズ』という側面もあると
思いました。今回首都圏を中心とした各事業所で参加しましたが、各事業所が個別に持っているHP(社員のみ閲覧可)で
積極的に参加報告を⾏わせていただいております。“

〈セコム株式会社〉
“ 今回初めて参加をしましたが、非常に参加者の満足度が⾼く、驚いております。セコムグループ全社員に参加者を募集を
したところ、想定を超える応募がありました（214⼈）。もちろん全て社員の⾃主的な参加です。その熱が経営層にも伝わ
り、取り組み始めと直後では⼤会に関するイメージも全く変わっていました。
グループ社員約２万⼈が閲覧可能なイントラのニュースで活動報告をさせていただいております。”

《ご参考資料》

競技種目 クラス 順位 企業/団体名 チーム名

フットサル

男子オープン 1 楽天株式会社 Rakuten U-06
男子オープン 2 読売広告社グループ ノイアーズ
男子オープン 3 日本生命保険相互会社 KHになりたいFS
混合オープン 1 東日本電信電話株式会社 島津FC α
混合オープン 2 株式会社ディライトフル Football-MAX
混合オープン 3 株式会社東芝 TSB

ドッジボール
混合オープン 1 キューアンドエーグループ Q&A 進撃の飛球団
混合オープン 2 トウキョウキングダム イケメン☆パラダイス
混合オープン 3 三井不動産グループ チーム・ザ・横浜

野球
チームオープン 1 東日本電信電話株式会社 ＮＣＢ（ＮＴＴ千葉ベースボール）
チームオープン 2 三井不動産グループ 三井不動産Ａ
チームオープン 3 環境ステーション株式会社 環境ステーション

ソフトボール
チームオープン 1 株式会社 鴻池組 チームKONOIKE
チームオープン 2 三井不動産グループ ☆チーム☆村
チームオープン 3 株式会社一休 一休ソフトボール部

バレーボール
混合オープン 1 GOZILA GOZILA
混合オープン 2 三井不動産グループ 三井不動産レジデンシャル
混合オープン 3 三井不動産グループ 又村会

バスケットボール(3x3)
男子オープン 1 三井不動産グループ RED WINDOWS
男子オープン 2 都築電気株式会社 都築Scramble Dancy B
男子オープン 3 株式会社熊谷組 篭熊会

ボウリング
11月5日

チームオープン 1 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC Team NKIY
チームオープン 2 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 CTC Team GOSC
チームオープン 3 都築電気株式会社 TSUZUKI TeamZ

ボウリング
11月6日

チームオープン 1 綜合警備保障株式会社 ALSOK 警送埼玉
チームオープン 2 セコム株式会社 チームニッタン
チームオープン 3 CSCジャパン合同会社 CSC Japan

綱引き
11月5日

男子オープン 1 東日本電信電話株式会社 Ａ・Ｓ・Ｂ
男子オープン 2 中央区 臨港ＦＤ
男子オープン 3 東日本電信電話株式会社 営業企画部門
混合オープン 1 中央区 もんじゃ ことぶき
混合オープン 2 三井住友カード株式会社 SMCC綱引き部
混合オープン 3 環境ステーション株式会社 環境ステーション

綱引き
11月6日

混合オープン 1 東日本電信電話株式会社 パートナー・Ｗｅｂ部門
混合オープン 2 チーム江東 チーム江東 豊洲北小ＰＴＡ
混合オープン 3 三井不動産グループ LaLaporters



▽各競技種目 入賞チーム
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競技種目 クラス 順位 企業/団体名 チーム名

リレーマラソンフル
11月5日

男子オープン 1 ビームス BEAMS
男子オープン 2 株式会社太平エンジニアリング TAIHEI 韋駄天/Rabbit
男子オープン 3 株式会社フジクラ フジクラ駅伝部A
混合オープン 1 鹿島建設株式会社 レモネード鹿島
混合オープン 2 株式会社オートバックスセブン オートバックス チーム ⻲
混合オープン 3 アカマイ・テクノロジーズ合同会社 赤米ランナーズ
男子40歳以上 1 東日本電信電話株式会社 ＮＴＴEAST DREAM Ａ
男子40歳以上 2 セガサミーホールディングス株式会社 TEAM SEGA
男子40歳以上 3 都築電気株式会社 TSUZUKI S.R.C ２
混合40歳以上 1 日本電気株式会社 NEC東京ＷＩＮＧＳ
混合40歳以上 2 日本電気株式会社 NEC三田陸上部
混合40歳以上 3 日本電気株式会社 ＮＥＣレッドウイングＢ

リレーマラソンフル
11月6日

男子オープン 1 セコム株式会社 NEW GREEN
男子オープン 2 日本電気株式会社 NEC IoTデバイス研究所チーム
男子オープン 3 三井不動産グループ MFR−RUNRUN
混合オープン 1 セコム株式会社 チーム0038さいたま
混合オープン 2 チーム江東 チーム江東 -リレーマラソンAチーム
混合オープン 3 株式会社三越伊勢丹ヒューマン・ソリュー

ションズ 三越伊勢丹ヒューマン・ソリューションズ
男子40歳以上 1 三井不動産グループ 江⼾⾛ル快
男子40歳以上 2 日本電気株式会社 NEC玉川ヤングマスターズ
男子40歳以上 3 セコム株式会社 チーム ドＭ
混合40歳以上 1 鹿島建設株式会社 トルネード鹿島
混合40歳以上 2 読売広告社グループ リオの次は東京でカーニバルズＡ
混合40歳以上 3 読売広告社グループ リオの次は東京でカーニバルズＢ

リレーマラソンハーフ
11月5日

男子オープン 1 日本電気株式会社 NEC府中陸上部
男子オープン 2 東日本電信電話株式会社 アベンジャーズ!GO
男子オープン 3 株式会社ドリコム ドリコム駅伝部
女子オープン 1 東京ガールズラン TOKYO GIRLS RUN
女子オープン 2 ホリプロ ホリプロ チャーミングガールズ
女子オープン 3 井関ビール女子運動部 井関ビール女子運動部
混合オープン 1 アサヒビール株式会社 アサヒビールA
混合オープン 2 株式会社⻑谷⼯コーポレーション ⻑谷⼯ランナーズＡチーム
混合オープン 3 アサヒビール株式会社 アサヒビールI
男子40歳以上 1 東日本電信電話株式会社 神奈川パートナーズ “ももちゃん”
男子40歳以上 2 東日本電信電話株式会社 江東⾛ろう会
男子40歳以上 3 東日本電信電話株式会社 NTT 芝 ランニングクラブ
混合40歳以上 1 竹中⼯務店 竹中⼯務店
混合40歳以上 2 日本電気株式会社 NEC SED Control
混合40歳以上 3 日本電気株式会社 ＮＥＣ−ＰＢ
学生オープン 1 中央区 中央区立銀座中学校
学生オープン 2 三井不動産グループ MFRリレーマラソン②
学生オープン 3 トランスコスモス株式会社 トランスコスモス⾛

リレーマラソンハーフ
11月6日

男子オープン 1 セコム株式会社 チーム前向き
男子オープン 2 ミズノ株式会社 TEAM SENOH
男子オープン 3 サンリツオートメイション株式会社 サンリツランニングクラブ2
女子オープン 1 ミズノ株式会社 TEAM MIZUNO A
混合オープン 1 ミズノ株式会社 TEAM S´PORT
混合オープン 2 ミズノ株式会社 TEAM MIZUNO B
混合オープン 3 三井不動産グループ LaLaporters
男子40歳以上 1 東日本電信電話株式会社 Cheers（チアーズ）
混合40歳以上 1 東日本電信電話株式会社 チームKOKUBUN
混合40歳以上 2 ダイキン⼯業株式会社 ⾛後酒（はしござけ）
混合40歳以上 3 セコム株式会社 骨粗鬆症訴訟勝訴RC



▽各アワード表彰
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Sport Championship Award
競技種目 企業／団体名

Relay Marathon フル 日本電気株式会社
Relay Marathon ハーフ 東日本電信電話株式会社
Futsal 楽天株式会社
Dodgeball 三井不動産グループ
Basketball 3s 三井不動産グループ
Volleyball 三井不動産グループ
Baseball 東日本電信電話株式会社
Softball 三井不動産グループ
Tug of War 東日本電信電話株式会社
Tenpin Bowiling 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

Championship Division Award
ディビジョン 企業／団体名

Division 1 平和不動産
Division 2 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
Division 3 GOZILA
Division 3 ZAIMOKU
Division 4 ミズノ株式会社
Division 5 中央区
Division 6 ダイキン工業株式会社
Division 7 株式会社オートバックスセブン
Division 8 東日本電信電話株式会社

Medalist Award
企業／団体名

Medalist Award 東日本電信電話株式会社
Medalist Award 三井不動産グループ

Grand Award
企業／団体名

Grand Award 東日本電信電話株式会社

スポーツチャンピオンシップアワード︓各競技ごとに、獲得ポイントの最も多かった企業・団体への表彰

メダリストアワード︓全競技において、獲得したメダルの多かった企業・団体への表彰

スポーツフォーライフグランドアワード︓参加⼈数の最も多い企業・団体への表彰

チャンピオンシップディビジョンアワード︓チームの規模ごとに区分されたディビジョンごとに、獲得ポイントが最も
多かった企業・団体への表彰

⼀⼈ひとりが変化そのものになろうという意味の「BE THE CHANGE」のロゴは、世界を変え
る「風」をモチーフにデザインされました。三井不動産のコーポレートカラーの⼆色で塗り分けら
れたエレメントは、「風に乗って⾶び⽴つ⿃」をイメージしています。2020年とその先に向けて
「⼈が変われば、世界は変わる」という思いから、掲げたスローガンです。

■三井不動産グループの2020年に向けたスローガン


