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イベントプレゼンテーションって？
　そもそもＥＰ（イベントプレゼンテーショ
ン）とは競技会に足を運んで観戦している方
や、テレビを通じて観戦している方々が競技
会を楽しみ、そして選手がベストパフォーマ
ンスを披露できるよう、映像・音楽・アナウ
ンスなどのあらゆるかたちで「見（魅）せる
大会」を作る仕事です。日本陸連のルール
ブックによると、「イベントプレゼンテーショ
ンマネージャー（ＥＰＭ）は、『見（魅）せ
る競技会』を実現するための広範囲かつ専
門的な役割を担っている」となっています。
　さっそく、セイコーゴールデングランプリ
陸上や日本選手権などでＥＰマネージャーを
務めている、川本さんにお仕事内容のポイン
トを伺いました。
 「私たちは会場に来てくださったお客さんや
テレビ視聴者の方々を楽しませるために、競
技以外のことで盛り上げ、その会場の雰囲
気やお客さんの盛り上がりによって選手がよ
り好記録を出せる競技会にする役割を担っ
ています」
　大会前には当日に向けて、関係部署との
連携、事前打ち合わせ、競技進行の準備、

タイムスケジュールの確認、進行表に沿っ
て大会をコーディネートしていきます。
　当日も開場前には進行ルーム（司令室）
に入り、「当日に向けてミーティングも重ね
ており、ある程度は決まっているので、顔
合わせをします」。大会によっては２〜３ヵ
月も前から会議を重ねて準備をすること
も。「特にテレビ中継が入る場合、本番当
日は秒単位での進行となります」。
　さらに、当日は全体を見ていろいろな部
署と連携しながら連絡・確認・調整をして
いきます。この「各部署との連携」こそが
重要なのだそうです。
 「例えば『選手紹介や競技結果、記録の挑
戦など盛り上がっている種目のアナウンス
では、アナウンサーと連携し、紹介や盛り
上げにつなげていく』『フィールド種目の終
盤をファンの方に見せるために、審判と跳
躍のタイミングを調整していく』『選手への
インタビューでは、中継局やアナウンサー
と連携して秒単位で進行する』『表彰式で
は次の種目との兼ね合いなどを考慮しなが
ら、表彰担当者との連携をしていく』『音
楽では競技進行を見ながらＤＪ・アナウン
サーと連携し、会場を盛り上げる』といっ

たように、オープニングからエンディング
まで盛りだくさんです」
　ＥＰマネージャーは、まさに競技会の

〝ディレクター〟。「陸上競技はトラックでも
フィールドでもいろいろなところで種目を
やっているので、観客に伝えて、情報を提
供するのが大事です。そのため、全体を見
る視点が求められます。スタートの合図を
したら、もう次の仕事を始めています」。選
手ががんばっている姿をよりカッコ良く伝
えるために、会場が盛り上がるために、ど
うすればいいかを常に考える仕事でもある
んですね。

ＥＰが誕生する前は
　そもそもＥＰの歴史を紐解くと、2007年
の世界選手権（大阪）のあたりから始まっ
ていったそうです。
 「世界陸連（当時・国際陸連）がＥＰのよ
うなことを始めたのです。世界の大会は音
楽がガンガンかかっていました。そこで、
日本陸連もこういうのいいな、と取り入れ
ていきました」と川本さん。それ以前は

「レース中はほぼ無音でしたし、『アナウン
ス』も『通達』という名称でした」。

　陸上競技の大会は、たくさんの「縁の下の力持ち」によって支えられています。今回は大
会を盛り上げるためのイベントプレゼンテーション（ＥＰ）について、ＥＰマネージャーの川
本信さん、会場の音楽を担当するDJ KAnaMEさんにお話をうかがいました。 文・M高史
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～陸上競技を支えるプロフェッショナルを徹底紹介！～

 「音のタイミングもだいたい決まっていま
す。スタート前の紹介、ファンファーレ、
選手が流しを終えてスタート地点に戻る時
といった感じです。あとは、決勝ではドキ
ドキするような重めの音にしています。ま
た、フィニッシュ直後もすぐに音は流さず、
少ししてからドンッと出して盛り上げます」
　感性の大切さ、経験やセンスも求められ
ることも伝わってきます。その中でもポイ
ントになるのがメリハリだとか。
 「天気、時間帯、種目などによって使う音
も変わってきますし、陸上の試合は長いの
で、あえて雰囲気を落とすところもありま
す。１日の中で基本的には同じ曲はかけな
いように心掛けています」
　盛り上げっぱなしだと会場全体が疲れて
しまうので、「あえて落とす」時間を作る
ことで、盛り上がった時に会場も最高潮に
なれるということですね。実際に選手やお
客さんから声がかかることもあるそうで、
手を振ってくれたらDJ KAnaMEさんは

「イェーイ」とそれに応えることもあるとか。
　一方、100ｍや110ｍハードル（100ｍハー
ドル）といった短時間で勝負が決する種目
は、あえて音楽をかけず、アナウンサーも
無言になります。
 「無音が緊張感を作り出し、引き立たせま
す。お客さんに『今は集中して観てほしい
時』だと伝わります。競技がよりカッコ良
く見えるようにしたいです」
　予定通りに大会が進行しなかったり、ト
ラブルなどで競技が遅れたり、止まったり
している時も、様子を見ながら音楽をすぐ

　確かに2000年代前半頃までは、陸上の大
会は音楽が流れているようなことはなかっ
た記憶があります。今は多くの大会で選手
のみなさんの素晴らしいパフォーマンスと
ともに、カッコイイ音楽や演出が見られて、
観客の方々もノリノリで応援できます。

音楽で空間を作る
　かっこいい演出のカギとなる音楽に関し
て、クラブＤＪの経験もあり、現在はさま
ざまな大会で音楽関係の担当をしているDJ 
KAnaMEさんにうかがいました。
　まず、大会に向けた準備については、「競
技会に向けて、事前にいろいろな音を作っ
ています。用意しているプレイリストは１
日350 〜 400曲。ＭＣの方が誰かによって
変えることもあります。音で空間を作ると
会場の雰囲気や盛り上がりにより、好記録
につながることもあります」。
　選曲に関しては、「10年前の曲もあれば、
最新の曲もあります。洋楽、邦楽を問いま
せんし、陸上競技の大会で使ったことがな
さそうな曲をあえて流すこともあります。
バスケットボールやラグビーの国際試合も
担当しているので、他のスポーツで盛り上
がった曲を取り入れることもありますよ」。
ＮＨＫのテレビ中継が入った場合は「著作
権の関係で、オリジナルで作成した音源を
使う」こともあるそうです。
　また、ジュニアの大会では「選手だけで
はなく、保護者や先生方も楽しめるように、
なんとなく年代ごとバランスに気をつけて
います」という気の遣いよう。

に出せるよう、臨機応変な対応力が求めら
れます。「スポーツはエンターテインメント
です」。それが、DJ KAnaMEさんの率直
な思いです。

かっこいい競技会から、
陸上選手を夢見る子どもたちを増やしたい！

　ＥＰマネージャーの川本さんは「陸上の
競技会をカッコ良く見せることで、陸上選
手になりたいという子供たちが増えてほし
い」と言います。
 「小・中学生で将来、野球選手、サッカー
選手になりたいというように、将来、陸上
選手になりたいと思ってもらいたいです。
足が速い子はぜひ陸上をやってみてほし
い。陸上選手にあこがれるような、かっこ
いい競技会作りに挑戦しています」
　また、ＥＰなど陸上競技を盛り上げる
専門的なお仕事がもっと発展していくこと
が、選手のセカンドキャリアにもつながる
かもしれません。
　選手の方々が最高のパフォーマンスをし
て、観客が熱い応援を送る。そんな舞台を
支えるＥＰのみなさんも、現状打破されて
いるんですね！
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会場を盛り上げ、選手の好記録をアシストするのがEPの役割

セイコーゴールデン
グランプリ陸上2022東京

第106回日本陸上競技
選手権大会・10000ｍ

５.８ 国立競技場にて開催！

５.７ 国立競技場にて開催！

特設サイト

東京五輪開催後、国立競技場で開催する初
の国際大会で、「ワールドアスレティックス・
コンチネンタルツアー・ゴールド」として開
催いたします。

オレゴン2022世界選手権日本代表内定を懸
けた戦いが見逃せない！

http://goldengrandprix-
japan.com/2022/news/
article/15774/

大会ページ

https://www.jaaf.or.jp/
competition/detail/1643/

オレゴン世界選手権への道

https://www.jaaf.or.jp/news/
article/15543/

大会JAAF Info

　地元・福岡でのラジオ制作からキャリアをスター
ト。サッカーＪリーグの東京ヴェルディで音楽担当兼
演出ディレクターなども務める。07年に渡米。そこ
で得た経験を生かし、「スポーツ会場を盛り上げるDJ 
＝ Sports DJ」の地位を確立した。バスケットボール
日本代表DJ、RWC2019の開幕&決勝DJを務めたほか、
陸上では東京五輪、日本選手権、セイコーゴールデ
ングランプリ陸上などの会場DJを担当している。

　2009年の日本選手権から大型映像のディレクショ
ン、EPマネージャーを務め、セイコーゴールデング
ランプリ陸上をはじめ日本陸連主催大会のEPマネー
ジャーを歴任。国際大会では、19年世界リレー、21年
東京五輪ベニュープロデューサー、大型映像オペレー
トを担当した。サッカーワールドカップやラグビー
ワールドカップ等でも活躍している。

DJ KAnaMEさん川本 信さん

イベントプレゼンテーションイベントプレゼンテーションNo.5

ＧＰシリーズは、記録をポイント化して「シリーズポイント」として
定め、そのポイントにより年間を通して、男女それぞれの全種目総合
のトップ「シリーズチャンピオン」と、男女それぞれの種目ごとのトッ
プ「種目別チャンピオン」を決定します。

〇日本グランプリシリーズ 神戸大会
　第 70 回兵庫リレーカーニバル

開催日：2022 年 4 月 23 日（土）〜 24 日（日）
会場：神戸総合運動公園ユニバー記念陸上競技場

〇日本グランプリシリーズ 出雲大会
　吉岡隆徳記念第 76 回出雲陸上競技大会

開催日：2022 年 4 月 23 日（土）〜 24 日（日）
会場：島根県立浜山公園陸上競技場

〇日本グランプリシリーズ 広島大会
　第 56 回織田幹雄記念国際陸上競技大会

開催日：2022 年 4 月 29 日（金）
会場：広島広域公園陸上競技場

〇日本グランプリシリーズ 大阪大会
　第 9 回木南道孝記念陸上競技大会

開催日：2022 年 4 月 30 日（土）〜 5 月 1日（日）
会場：ヤンマースタジアム長居

〇日本グランプリシリーズ 静岡大会
　第 37 回静岡国際陸上競技大会

開催日：2022 年 5 月 3 日（火）
会場：小笠山総合運動公園 静岡スタジアム

〇日本グランプリシリーズ 延岡大会
　第 33 回ゴールデンゲームズ in のべおか

開催日：2022 年 5 月 4 日（水）
会場：延岡市西階陸上競技場

〇日本グランプリシリーズ 水戸大会
　2022 水戸招待陸上

開催日：2022 年 5 月 5 日（木）
会場：ケーズデンキスタジアム水戸

日本グランプリシリーズ2022シーズンが開幕！

https://www.jaaf.or.jp/gp-series/

回答いただいた方の中から抽選で５名様へ陸連グッズをプレゼント！
今後の掲載内容の参考にさせていただきたいと考えておりますので、ぜひ下記アンケートへのご協力をお願いいたします。
※締め切り５月 15 日（日） https://forms.gle/qbEEkXLFhA8fnp5y6

読者アンケート

日本グランプリシリーズ
特設サイト

チケットチケット
好評発売中!好評発売中!


