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「ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014」開催概要 

■大会名称 
■開催日程 
 
 
 
■開催場所 
■開催競技 
 
■主   催 
 
 
■特別協賛 
 
■後   援 
 
■オフィシャルパートナー 

 
 
 
 
 
 
■オフィシャル スポーツウェア・ 
  エキップメントパートナー 

 
■スポンサー 
 
 
 
 
 

 
 
■運営・企画協力 
 
 
 
 
 
■大会参加費 

ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014（英記： Corporate Games Tokyo 2014） 
2014年9月25日(木)・26日(金)：参加者受付 
2014年9月27日(土)：開会式、競技予選大会、参加者パレード・ゲームズセレブレーションパーティー 
2014年9月28日(日)：競技決勝大会、メダル授与式  
2014年10月27日(月)：クロージングアワードセレブレーション 
東京湾岸エリア 
リレーマラソン/フットサル/ドッジボール/サッカー/野球/ソフトボール/テニス/ゴルフ/バレーボール/バスケットボール/ボウリング/バドミントン/卓球  全13種目 
 
ザ・コーポレートゲームズ 東京 2014 実行委員会 
 （一般社団法人スポーツフォーライフジャパン・三井不動産レジデンシャル株式会社） 
 
 
 
東京都・中央区・江東区 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株式会社あそびの森  NECグループ  NECソリューションイノベータ 株式会社  エルテック 株式会社  一般財団法人 Classic for Japan 
公益財団法人 江東区健康スポーツ公社  江東スポーツ施設運営パートナーズ  株式会社 コラントッテ  株式会社 産業経済新聞社 
シュートボクシング協会  昭和大学江東豊洲病院  学生団体SWITCH  スポーツナビDo  株式会社 セレスポ  中央区地域スポーツクラブ大江戸月島   
東京ガスグループ  東京スポーツ・レクリエーション専門学校  株式会社 東京リサイクル  特定非営利活動法人 東京湾岸コミュニティ 
90 Seconds Japan株式会社日建リース工業株式会社  一般財団法人 日本救護救急財団  株式会社 フォトクリエイト  株式会社ママハピ 
 
一人あたり6,480円(税込) 

http://www.mitsuifudosan.co.jp/
http://www.adidas.com/jp/


参加者平均年齢 

男性 35.47歳 

女性 32.49歳 

全体 34.84歳 

参加者属性 

男女比   

男性 78.6% 

女性 21.4% 

参加企業・団体数（※個人参加含む） 

企業 171 

団体・個人 84 

計 255 

■参加団体・企業(一部抜粋) ■参加者年齢 
 最年少：8歳   最年長：74歳 

■参加者属性 

■開催日程  2014年9月25日(木)～28日(日)   ■開催場所  東京湾岸エリア 

2014年大会は、255の団体・企業(個人含む)が参加。そのうち171社が企業単位でご参加となり、 
その170を越える企業から、働き盛りの30代の方を中心に、6,000名を越える皆様にご参加頂きました！！ 



大会結果 

スポーツを通じて団体・企業を越えた交流が生まれ、多くの団体・企業が表彰されました！！ 
競技名 競技クラス 

１位 ２位 ３位 

チーム名 団体名 チーム名 団体名 チーム名 団体名 

フットサル 
男子オープン ペスカドーラ町田 ペスカドーラ町田 J・OBマスターズ J・OBマスターズ 日本メンタルトレーナーチーム 一般社団法人 日本メンタルトレーナー協会 

混合オープン Calcio Infanzia calcio PITSALL 株式会社エムティーアイ 近研FC 近研FC 

ドッジボール 混合オープン COOL GUY アキアリドットコム株式会社 Q&A 進撃飛球団 キューアンドエー株式会社 横浜支店 三井不動産グループ 

サッカー 男子オープン DNP情報ソリューションサッカー部 大日本印刷株式会社 UNION UNION（ユニオン） 3UNITED 3UNITED 

野球 チームオープン チームＨ 株式会社ローソン 三井不動産A 三井不動産グループ デロイト トーマツ コンサルティング デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 

ソフトボール 混合オープン エルテック エルテック株式会社 DNP イメージングコミュニケーション 大日本印刷株式会社 MINATO JAPAN プルデンシャル生命保険株式会社 

テニス 

シングルス 

男子 

オープン ウザワ 三井不動産グループ イソムラ 中央区 オウ 王 

30-39歳 ヒラタ 株式会社LIXIL ナカコミ 三井物産株式会社 タニグチ 谷口 

40-49歳 オカベ 三井不動産グループ ミヤベ 三井物産株式会社 イチカワ 大日本印刷株式会社 

50歳以上 サクマ 株式会社LIXIL ナカ 株式会社LIXIL     

男子シングルス ウザワ 三井不動産グループ オカベ 三井不動産グループ イソムラ 中央区 

女子 

オープン タケモト MTC ヒロキ MTC ハタ Chie 

40-49歳 ムラヤマ めぐめぐ タカイ wasyoku ハマダ 濱田 

50歳以上 チバ ペコ         

女子シングル タカイ wasyoku タケモト MTC オオキ World No.1 

ダブルス 

男子 
オープン クツヌギ・イケノ 三井不動産グループ イケムラ・イシイ 三井不動産グループ ナカムラ・ツチヤ 大日本印刷株式会社 

40歳以上 ニハシ・イイモリ 株式会社LIXIL コヅカ・スギモト 三井物産株式会社 ウエダ・スガノ 株式会社LIXIL 

女子 

オープン オオコシ・オオハシ 三井住友カード株式会社 スギモト・イトウ 三井不動産グループ オオバヤシ・ナカジマ トムソン・ロイター 

40歳以上 ホウジョウ・コオリ chiki3 デグチ・イガラシ アッヴィ合同会社     

女子ダブルス オオコシ・オオハシ 三井住友カード株式会社 ホウジョウ・コオリ chiki3 スギモト・イトウ 三井不動産グループ 

混合 

オープン ヒサダ・カナザワ あんり オオノ・シモダ 明治安田生命保険相互会社 イケダ・モリグチ 株式会社読売広告社 

40歳以上 ヒロセ・ヒロセ 株式会社LIXIL         

混合ダブルス イケダ・モリグチ 株式会社読売広告社 ヒサダ・カナザワ あんり オオノ・シモダ 明治安田生命保険相互会社 

ゴルフ チームオープン ひまわり・瑞玲 親子パーティ＜チームKOTO＞ 江東区 三井不動産レギュラー 三井不動産グループ team salt. ソルト・コンソーシアム株式会社 

バレーボール 混合オープン ゴジラ 明治安田生命保険相互会社 AZ-S Ｏ 中央区 三井不動産レジデンシャル バレーボール② 三井不動産グループ 

バスケットボール 男子オープン RED WINDOWS 三井不動産グループ 三井不動産レジデンシャル バスケットボール 三井不動産グループ チーム長野 / final 3 point shoot チーム長野 / プルデンシャル生命保険株式会社 

ボウリング 

27日／個人 男子 
オープン ナカムラ haruto1216 サイトウ ALSOK コバヤシ ALSOK 

40歳以上 ウチダ 内田 ナカムラ 八多利ず セイケ mseike 

27日／チーム スクラッチ ジャビッツ 明治安田生命保険相互会社 Misaki lovers 明治安田生命保険相互会社 KSS 明治安田生命保険相互会社 

28日／チーム スクラッチ (株)住建ハウジング Bチーム 株式会社住建ハウジング PHOENIX RAYS PHOENIX RAYS （株）ニコン 明治安田生命保険相互会社 

バドミントン 

シングルス 男子 

オープン カトウ JKホールディングス コウチ 明治安田生命保険相互会社 ムラタ 三井物産株式会社 

30-39歳 マタムラ 三井不動産グループ         

50歳以上 チア トムソン・ロイター コバヤシ 三井不動産グループ     

男子シングルス カトウ JKホールディングス コウチ 明治安田生命保険相互会社 マタムラ 三井不動産グループ 

ダブルス 

男子 

オープン シミズ・アベ 明治安田生命保険相互会社 モロオカ・フクゾノ 三井物産株式会社 サタケ・オゼキ 明治安田生命保険相互会社 

40歳以上 オリト・サトウ K127 イトウ・クサバ NTT通研東京支部 スダ・レディー BOSCH 横浜 バドミントンクラブ 

男子シングルス シミズ・アベ 明治安田生命保険相互会社 モロオカ・フクゾノ 三井物産株式会社 サタケ・オゼキ 明治安田生命保険相互会社 

女子 

オープン テラダ・カゴセ 明治安田生命保険相互会社 アンザイ・オダ 株式会社フルタイムシステム シミズ・マトバ MTB 

40歳以上 サイトウ・ハタケヤマ B&M マツモト・イトウ 株式会社博報堂DYトータルサポート セキグチ・タカハシ B&M 

女子ダブルス サイトウ・ハタケヤマ B&M マツモト・イトウ 株式会社博報堂DYトータルサポート アンザイ・オダ 株式会社フルタイムシステム 

混合 オープン ヤマサキ・チバ 株式会社日建設計 シブヤ・ヒラタ 株式会社日建ハウジングシステム タン・リン TGS 

卓球 シングルス 

男子 

オープン テルイ 大日本印刷株式会社 シモノ 大日本印刷株式会社 コバヤシ 大勤クラブ 

40歳以上 ハタケヤマ 大勤クラブ ヤスダ 大勤クラブ キナシ スペースフレンドクラブ 

男子シングルス テルイ 大日本印刷株式会社 ハタケヤマ 大勤クラブ シモノ 大日本印刷株式会社 

女子 

オープン フジキ 三井不動産グループ コバヤシ 大勤クラブ     

40歳以上 サエグサ 大勤クラブ ユウキ 大勤クラブ セトグチ 瀬戸口 

女子シングルス フジキ 三井不動産グループ サエグサ 大勤クラブ コバヤシ 大勤クラブ 

リレーマラソン 

27日 

5人 

男子オープン  フジクラ A 株式会社フジクラ JJD 株式会社アスロニア 長谷工ランナーズ 株式会社長谷工コーポレーション 

女子オープン ATAグー華麗ズ 株式会社アスロニア         

混合オープン PRES!DENTS PRES!DENTS レーシングチーム PARADOX BRANDING チーム ライト 株式会社INVITATION 

混合40-49歳 チーム ｔ 株式会社博報堂DYトータルサポート         

8人 

男子オープン  ＤＮＰ（市谷） 大日本印刷株式会社 ＤＮＰファインエレクトロニクス 大日本印刷株式会社 ＤＮＰロジスティクス 大日本印刷株式会社 

女子オープン チームＦＵＪＩＹＯＳＨＩ チームＦＵＪＩＹＯＳＨＩ Custom Media Custom Media K.K.     

混合オープン レジフレンド① 三井不動産グループ 美酒ＲＵＮ_チームサブ３ 大日本印刷株式会社 ＤＮＰイメージングコミュニケーション 大日本印刷株式会社 

混合40-49歳 A 三井物産株式会社         

10人 

男子オープン  チーム清水建設 清水建設株式会社 IBM-ISE-Team T+ IBM Japan Systems Engineering ネ事・会サ連合軍 三井住友カード株式会社 

男子40-49歳 臨熱ランニングクラブ 東京臨海熱供給株式会社         

女子オープン SWITCH美女ランナーズ 学生団体SWITCH         

混合オープン 銀座中陸上部 中央区 環境ステーションランニング倶楽部Ｂ 環境ステーション PDS Plan Do See 

混合40-49歳 チームまるクラ 株式会社東芝         

27日総合 ＤＮＰ（市谷） 大日本印刷株式会社 ＤＮＰファインエレクトロニクス 大日本印刷株式会社 ＤＮＰロジスティクス 大日本印刷株式会社 

28日 

5人 

男子オープン  サンベルクス陸上部 サンベルクス陸上部 中央区 中央区 江戸走ル快 Ｂ 三井不動産グループ 

男子40-49歳 ジェイレックスA ジェイレックス・コーポレーション株式会社         

男子50歳以上 B 三井物産株式会社         

混合オープン 綾子と愉快な仲間たち ウエストヴィレッジジャパンマーケティング CITIZEN シチズン時計株式会社 エマープ マラソン部 エマープ株式会社 

混合40-49歳 楽ちん堂 楽ちん堂         

8人 

男子オープン  adidas running アディダスジャパン チーム★SGS SGS株式会社 MFHLランナーズ 三井不動産グループ 

男子40-49歳 三井不動産レジデンシャル3 & ETI MADEN 三井不動産グループ ＴＡＫＥＤＡピンクエレファンツＡ 竹田印刷株式会社 第一園芸 三井不動産グループ 

女子オープン アスリートフードマイスター アスリートフードマイスター         

混合オープン 三井不動産レジデンシャル5 三井不動産グループ A 三井物産株式会社 yushin jogging club yushin jogging club 

混合40-49歳 ＴＡＫＥＤＡピンクエレファンツＢ 竹田印刷株式会社 酒ランナーズ 酒ランナーズ     

10人 

男子オープン  ハウジング-チームMLG 株式会社マイライフ・ハウジング ELBOW from GM ゴネメガネ 冬眠5秒前 冬眠5秒前 

女子オープン アイドリング!!! アイドリング!!! チーム清水建設 清水建設株式会社     

混合オープン JOG RICH(豊洲北小学校PTA)Ａチーム 江東区 アイセイ薬局 株式会社アイセイ薬局 真剣上野ゼミ 三井不動産グループ 

混合40-49歳 チームＹ_マネ統40s 株式会社読売広告社 日本旅行U50おじさんチーム 日本旅行     

28日総合 三井不動産レジデンシャル5 三井不動産グループ 綾子と愉快な仲間たち ウエストヴィレッジジャパンマーケティング CITIZEN シチズン時計株式会社 



〈参加例〉 

●企業・団体内交流・福利厚生としての参加・活用 
新たな社内・団体間交流のツールとしてチームビルディングをしての参加です。 
部門・部署を越えて、スポーツを通じての社内交流が多くの企業で見られました。 

・全国の支社や工場からの参加を斡旋し、企業全体での参加 
・150名程度の会社で100名程の参加者を出場させ、積極的な社内交流を図るための企業  など 
 
 

●ビジネスマッチング・営業ツールとしての参加・活用 
様々な企業が参加してくる中、その中で出会う各社とのビジネスマッチングが期待されます。 
企業によっては「営業ツール」として、「クライアント」と一緒に参加される企業も見られました。 

・関係構築のため、クライアント、お得意先と一緒にチームを構成しての参加  など 
 
 

●コミュニティ育成のための参加・活用 
大会の2日間だけでなく、それまでに地域でのスポーツ大会などを開催し、 
積極的にコミュニティ育成や各種の交流を図る試みも実施されてました。 

・江東区でのフットサル大会における、優勝チームの本大会出場権プレゼント 
・予選大会を行い、優勝チームへ出場権をプレゼント  など 
 
 

●リクルート活動の場としての参加・活用 
大会への積極的な学生への声掛けを実施。学生と企業の出会う場としても活用できます。 

2014年の大会には学生団体からも100人を越える規模で参加があり、 
企業と学生のマッチングのきっかけ作りの場ともなりました。 
 

 

●タレント・アスリート・パラリンピアンのファンとの交流・スポーツ振興への活用 
各種団体・タレントにも趣旨にご賛同いただき、ファンとの交流やスポーツ振興の一環としてご参加頂きました。 
また、14年大会はパラリンピアンも参加。一般参加者と一緒にリレーマラソンを走り、競い・交流を深めました。 
・シュートボクシング協会のファンとのチーム構成企画 
・パラリンピアンリレーマラソンチームの参加  など 

大会での各種参加・取り組みのご紹介(2014年大会より) 

＜参加者の声＞ 
他部署の同僚とコミュニ
ケーションをはかるよい機

会となりました。 

＜参加者の声＞ 
参加申込頂いたファンの
皆さんとチームワークでめ
ちゃくちゃ楽しく完走するこ

とができました。 

＜参加者の声＞ 
予選を勝ち抜いたチー
ムで頑張りました！ 
来年も出るぞ！ 

＜参加者の声＞ 
お客様と参加しました
が、日頃にない交流
で一層関係が深まっ
たように感じます！ 

＜参加者の声＞ 
なかなか出会えない
企業の皆さんとスポー
ツで交流でき、多くの
刺激を受けました。 

http://www.corporate-games-2014.jp/news/shootboxing/


媒体露出＜テレビ＞ 

開催前 

1/31 TBS 「朝ズバッ！」 1/31 フジテレビ 「すぽると」 1/31 チバテレビ 「ハピモ」 

9/29 日本テレビ 「oha4」 9/30 日本テレビ 「スッキリ」 10/2 NHK 「首都圏ネットワーク」9/28 テレビ朝日 「ANNニュース」

開催後 

7/9 フジテレビONE  「アイドリング!!!」 

10/11 フジテレビONE「アイドリング!!!」 

11/9 フジテレビ 「SPORT PLUS」 11/11 テレビ東京「ガイアの夜明け」 

9/11 フジテレビ 「アイドリング!!!」 

※「ガイアの夜明け」放送以降、全国の企業様より参加のお問い合わせを頂戴しております。 



媒体露出＜新聞一部抜粋＞ 

開催前 

開催後 
■2014年9月26日
毎日新聞24面

■2014年9月28日
朝日新聞東京面

■2014年9月28日
産經新聞社会面

■2014年9月28日
サンケイスポーツ8面

■2014年9月30日
夕刊フジ 3面

■2014年9月26日
毎日新聞24面

■2014年9月28日
朝日新聞東京面

■2014年9月28日
産經新聞社会面

■2014年9月28日
サンケイスポーツ8面

■2014年9月30日
夕刊フジ 3面

■2014年10月29日 
  毎日新聞 

■2014年9月26日
毎日新聞24面

■2014年9月28日
朝日新聞東京面

■2014年9月28日
産經新聞社会面

■2014年9月28日
サンケイスポーツ8面

■2014年9月30日
夕刊フジ 3面



媒体露出＜WEB一部抜粋＞ 

開催前 

大会後 



大会SNS・HP 

大会HP 

SNS(Facebook、Twitter) 
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単位：人

Facebookいいねの増加推移

■URL： http://www.corporate-games-2014.jp/ 
■期間：2014/4/1～2015/1/31 

大会情報を継続的に公開。加えて大会に至るまでの各チームの練習風景や、 
スポーツ大会のレポートを掲出。 
 
大会に向けて継続的な閲覧を促進。 

Facebook 
■URL： www.facebook.com/cg.tokyo 
■期間：2014/7/3～ 
 
Twitter 
■URL： https://twitter.com/cgt_2014 
■期間：2014/7/3～ 

大会HPに加え、Facebook、Twitterでの大会情報拡散も実施。 
特にFacebookでの関心が高く、ページオープンからわずか2ヶ月半ほどで10,000いいねを獲得。 


