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PRESS RELEASE 

報道関係各位                                                                

2023 年 2 月 10 日 

ＭＧスポーツ株式会社 

 

OSAKA SPORTS PROJECT EXPO 2 月 18 日（土）開催！ 

大阪は、スポーツも面白い。 

参加選手と出演者も続々決定！ 

NTT ドコモレッドハリケーンズアンバサダーの NMB48 の原かれんも参戦！ 

 

 

MBS グループの MG スポーツ株式会社（本社：⼤阪市、代表取締役：⻑⾕川昌男、以下：MG スポーツ）は、この度、

⼤阪府の主催のもと、「OSAKASPORTS PROJECT EXPO」を開催します。 

現在、⼤阪府では、府内 16 のトップスポーツチーム等とともに、「⼤阪スポーツコミッション（OSAKA SPORTS PROJECT）」

を設立し、スポーツツーリズムの推進と生涯スポーツの振興に取り組んでおり、今回のイベントはその 16 チームと一丸となり実施す

るものです。 

今回開催する「OSAKA SPORTS PROJECT EXPO」は、スポーツの楽しさやトップアスリートの運動能力の凄さを感じてもら

い、スポーツへの関心を高めるとともに、⼤阪の魅力発信と誘客につなげることを目的としています。アスリートによるステージイベン

トやチームにゆかりのあるアーティスト、ダンス＆ヴォーカルユニットによるパフォーマンス、スポーツ体験会など、スポーツの魅力を存分

に感じていただけるイベントです。 

 

すでに発表している方々に加えて、参加する選手や出演者が新たに決まりました。 

【ステージイベント】 

NTT ドコモレッドハリケーンズのアンバサダーを務める NMB48 の原かれんさん、FC 大阪の応援マネージャー石塚理奈さ

んが、スタジアム MC たちとチーム愛を競うバトルトークに参戦します。 

サッカー界からは、ガンバ大阪 OB の安田理大さん、セレッソ大阪アンバサダーの勝矢寿延さん、J3 に昇格した FC 大阪の

代表取締役社長・近藤祐輔さんの 3 人が今シーズンの各チームの見どころを語ります。 

【体験ゾーン】 

卓球 T リーグの女子チーム・日本ペイントマレッツから芝田紗季選手、大藤沙月選手、打浪優アンバサダーが参加して、 

来場者と対戦します！ 

 

また、2025 年⼤阪関西万博や「⼤阪来てな!キャンペーン」、おおさか健活マイレージ「アスマイル」などの府政に関するブースも

設置しております。是非、ご来場ください。 
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 【実施概要】 

１．イベント名：OSAKA SPORTS PROJECT EXPO 

２．日時：2023 年２月 18 日（土） 11 時 00 分～16 時 30 分 

３．場所：ちゃやまちプラザ （住所：⼤阪市北区茶屋町１７－１ ＭＢＳ本社１階） 

４．主催：⼤阪府 

５．企画運営：MG スポーツ会式会社 

６．協力：毎日放送、MBS ラジオ 

７．参加費：無料 

 

【参加チーム】 

オリックス・バファローズ、ガンバ⼤阪、セレッソ⼤阪、FC ⼤阪、スペランツァ⼤阪、シュライカー⼤阪、 

サントリーサンバーズ、堺ブレイザーズ、パナソニックパンサーズ、JT マーヴェラス、⼤阪エヴェッサ、花園近鉄ライナーズ、 

NTT ドコモレッドハリケーンズ⼤阪、日本生命レッドエルフ、日本ペイントマレッツ、⼤阪ラヴィッツ 

 

＜ステージゾーン＞ 

11:05 大阪サッカー対談～大阪はサッカーも面白い～ 

昨年 FIFA ワールドカップで⼤活躍した日本チームの勢いのままに、今度は J リーグで熱い戦いが待っています 

⼤阪を本拠地とする J チームの方々が、今年の J リーグやチームの見どころを本音でトーク 

          

   ガンバ⼤阪 OB       セレッソ⼤阪 アンバサダー    FC ⼤阪 代表取締役社⻑ 

    安田理⼤さん      勝矢寿延さん         近藤祐輔さん 

 

11:40 大阪スポーツ LIVE ステージ① 

各チームにゆかりのある、日ごろからファンと一緒にチームを熱く応援するアーティストたちによる LIVE で盛り上がろう！ 

                

    田畑実和    BsGirls 

      オリックス・バファローズ主催試合では   オリックス・バファローズ 

     アナウンスも担当している歌えるリポーター     球団公式ダンス＆ヴォーカルユニット 
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12:30 うちのチームが NO.1！スタジアム MC バトルトーク 

試合ではいつも会場を盛り上げ、ファンと共に声援を送るスタジアム MC・アリーナ MC 

まだ試合会場に行ったことがない人もこれを聞くと行きたくなる！ 

チームや地元⼤阪の魅力を余すところなく紹介するトークショー 

             

NTT ドコモレッドハリケーンズ⼤阪 MC   NTT ドコモレッドハリケーンズ⼤阪    FC ⼤阪 

 ピーナッツ          アンバサダー      応援マネージャー 

            原かれん（NMB48）       石塚理奈 

       

     オリックス・バファローズ ボイス・ナビゲーター   日本ペイントマレッツ MC 

         神戸佑輔        AMI 

         

13:30 大阪 Kids チアステージ 

⼤阪エヴェッサアカデミー チアダンススクール（bt's）のみなさんが、日ごろの練習の成果をステージで披露します！ 

 

14:00 大阪 NO.1 アスリート を決めろ！バトルロワイヤル 

競技、ジャンルの枠を超え、ステージ上で繰り広げられる、熱い戦い！トップアスリートの運動能力の凄さを感じてください 

NO.1 アスリートに輝くのはどのチームのどの選手なのか！乞うご期待！ 

参加チーム：NTT ドコモレッドハリケーンズ⼤阪、FC ⼤阪、シュライカー⼤阪、スペランツァ⼤阪、 

      日本ペイントマレッツ、花園近鉄ライナーズ 

 

14:45 オリックス・バファローズの選手がキャンプ地から LIVE で参加！オンライントークショー 

昨シーズンは、⼤逆転のリーグ２連覇！そして 26 年ぶりの日本一に輝いたオリックス・バファローズ 

今年も優勝目指してキャンプ中の宮崎から、オンラインで OSAKA SPORTS PROJECT EXPO に参加 

参加選手：調整中 
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15:10 MBS ラジオ「豊永真琴の MBS ミュージックパーク」公開生放送 

毎週土曜日 14:20 から生放送している「豊永真琴の MBS ミュージックパーク」でステージのトークを生中継！ 

ステージからリクエストした楽曲が OA されるかお楽しみに！ 

               

     田畑実和        ⼤村浩士 

      オリックス・バファローズ主催試合では     MBS アナウンサー 

         アナウンスも担当している歌えるリポーター 

 

16:05 大阪スポーツ LIVE ステージ② 

各チームにゆかりのある、日ごろからファンと一緒にチームを熱く応援するアーティストたちによる LIVE で盛り上がろう！ 

         

    BIGFUMI    HAND DRIP 

  NTT ドコモレッドハリケーンズ⼤阪とコラボした 花園近鉄ライナーズのオフィシャル 

  ラグビーの歌を作って欲しい。そんなファンの声 サポートソング「チャンピオンシップ」を歌う 

  から生まれた 「繋いでいけ」を歌うシンガー  ボーカルユニット 

 

 ＜総合司会＞ 

         

    ピーナッツ       野嶋紗己子 

       NTT ドコモレッドハリケーンズ⼤阪 MC           MBS アナウンサー 
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＜大阪スポーツリアル＆デジタル体験ゾーン＞ 

トップスポーツチームの協力により、都会のど真ん中で、サッカーやラグビーなどのスポーツ体験ができます。 

リアルのスポーツ体験同様に、バーチャルでもスポーツが体験できる「デジタルスポーツ体験コーナー」もあります 

体験してもらった方には、先着抽選でオリジナルグッズをプレゼントします！ 

 

 卓球 T リーグ・日本ペイントマレッツの芝田選手、⼤藤選手、打浪アンバサダーに挑戦！！ 

             

        芝田沙季選手   ⼤藤沙月選手 打浪優アンバサダー 

 

 各種スポーツ体験会 

            

   NTT ドコモレッドハリケーンズ⼤阪      セレッソ⼤阪     バスケットボール・フリースロー 

  ラグビーダーツ       キックターゲット 

 

デジタルスポーツ体験 

非接触・非装着型モーショントレーニング （TANOTECH） 

 

赤外線カメラで認識した身体の動きをバーチャル上に反映し、スポーツ・運動ゲームを楽しめるコンテンツです。 

同日開催の「Ex-CROSS」参加者とのオンライン対戦を予定しています。 

※ 「Ex-CROSS」は、スポーツと最先端技術を組み合わせた次世代型のアクティビティや、人々の健康増進につながる新たな 

  製品・サービスを参加者が実際に体験できるイベントです。 
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＜大阪まるごと魅力発信ゾーン＞ 

⼤阪スポーツコミッション（OSAKA SPORTS PROJECT）構成チームのポスターやユニフォームの展示ブースのほか、おおさか 

健活マイレージ「アスマイル」や⼤阪産（もん）、⼤阪の観光情報、2025 年⼤阪・関西万博などの府政 PR ブースも設置 

⼤阪府広報担当副知事のもずやん、⼤阪関西万博公式キャラクターのミャクミャクのほか各チームのマスコットキャラクターも 

⼤集合！  

 

 

【注意事項】 

 ・チームや選手の都合により、急遽、ステージの時間や出演者が変更される場合があります。 

 ・来場に際して、マスクの着用、検温、消毒等の感染症対策にご協力をお願いします 

 ・発熱等の症状がある方は来場をお控えください 

 ・会場内では密集を避けるため、ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください 

 ・今後の感染状況によって、イベントの中止や内容の変更を行う場合があります 

 

 ホームページ  OSAKA SPORTS PROJECT EXPO 公式ページ（SPORA 内） 

    https://www.spora.jp/event_group/ospexpo/ 

 

 問い合わせ先 

 ＭＧスポーツ株式会社 ℡：06-6375-5420 （土日祝日を除く平日 10:00～18:00） 

 

以上 

https://www.spora.jp/event_group/ospexpo/

