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TOLフォーラム2011 参加者アンケート集計結果 

性別  女性 男性 
人数 116 36 

アンケートに答えていただいた方の性別は？ 

１０代 ２０代 ３０代 ４０代 
7 9 10 38 

５０代 ６０代 ７０代 ８０代～ 
49 31 18 3 

年齢は？ 

【Ｑ１】フォーラムには何回目のご参加ですか？ 

【Ｑ2】参加のきっかけはなんですか？（参加動機） 

ＴＯＬメンバーの勧誘 85 

その他 11 

ゲストに関心 15 

司会者に関心 3 

その他 9 

クラブ 

6% 

知人 

84% 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 

3% その他 

7% 

チラシ 0 

クラブ 4 

知人 58 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ 2 

その他 5 

フォーラム開催情報は
どのようにお知りにな
りましたか？ 

1 

はじめて 81 

２回目 20 

３回目 13 

３回以上 43 

2012年10月20日土曜日に開催されたTOLフォーラム2012、TOLオリンピアン賞授

与式にご参加いただいたお客様のご協力によりアンケートを実施いたしました。
下記に集計の結果をご報告いたします。 
本年の特徴としまして、昨年度に比べ回答数が増加、特に初めて来場した方の 
回答が多い。ナビゲーター、トーク内容の満足度が高いなどがあげられます。 
アンケート結果は、より良い運営、活動の参考資料として活用させていただきます。 
ご協力いただいた皆様に心より感謝を申しあげます。 



【Ｑ3】フォーラムはいかがでしたか？ 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

良い 

午前中がよい 

夕方がよい 

開催時間について 

0 20 40 60 80 100 120

長い 

ちょうどよい 

短い 

トークの時間について 

※トーク時間長いと書いた人すべて
は、内容についてはとても満足・満足
に印をつけている 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

とても満足 

満足 

普通 

不満 

内容について 

良い 145 

午前中がよい 6 

夕方がよい 0 

長い 31 

ちょうどよい 98 

短い 3 

とても満足 72 

満足 58 

普通 6 

不満 0 
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どこが満足、不満ですか？ 

内容について 【Ｑ３】いかがでしたか？ 

・とても楽しかったです（50代女性・初） 
・選手の方々のお話がわかりやすく親しみが伝わりました（50代女性） 
・トークがおもしろかった（20代男性） 
・おもしろい話がきけた 
・三宅選手のオリンピックやテレビ番組をみて、とても感動しました（50代女性） 
・ナビゲーターの増田明美さんの進行がよかった（60代女性） 
・三宅さんのお父様のトークが特に面白かった（30代女性・初） 
・テレビで見れないトークが楽しかった。特に三宅さんのお父さん（50代女性） 
・さすが増田さんの司会は楽しかった（60代女性） 
・話の内容が満足（60代女性） 
・親子賞・男性部門賞・特別賞とタイプが違う方たちが受賞されいろんな話をされ今後の目指す方向
性違う方で興味深く聞かせてもらいました（60代男性・初） 
・増田さんの落ち着いた進行が良かったです（60代女性） 
・三宅父の柔軟性のある会話が良かったです。選手の方の精神面の志のとおっている姿勢に感心し
ました（50代女性） 
・三宅選手のお父様の話がとても面白かったです（30代女性・初） 
・それぞれの話がおもしろかった。三宅お父さん、お話のプロフェッショナルですね（40代女性） 
・なごんだ時間で自由に話ができて楽しかったです（40代女性・初） 
・ゲストと会場の客が一体感があって大変会が盛り上がったところ（50代男性・初） 
・型にはまらず、アットホームな感じで良かった（40代女性・初） 
・なごやかに会話ができ、会場と一緒になって笑いのあることがとても良かったと思います（70代女性・
初） 
・増田さんの進行がお上手で皆さんなごんでお話して下さって良かった（50代女性） 
・いろいろな体験談（10代男性） 
・オリンピアン、パラリンピアンの皆様の楽しいお話が聞けてとても楽しかったです（40代女性・初） 
・ためになる話、アドバイスになる話があった。本人のやる気が大切。自主性を大事にする（60代女
性・初） 
・会場へ来るのに少し時間がかかるのでお昼過ぎの時間帯で良かった（60代女性・初） 
・身近なお話で楽しかったです（60代女性・初） 
・楽しいトーク（80代女性） 
・それぞれ競技の違う内容が聞けたので良かった。司会の増田さんが良かった（50代男性・初） 
・訓練に励んできた過程の苦労、支えれた人たちから一般人も励みとなる（70代女性） 
・三宅義行さんの自主性を大切にする事、感動しました（70代男性・初） 
・楽しいお話ありがとうございます。感動したり、笑ったり、選手の方々の生のお話を聞かせて戴き良
かった。三宅パパ楽しかったよ！（60代・初） 
・選手の方々のいろんなお話が聞けて良かったです。司会が上手でしたが村田さんにもっといろんな
事聞いてほしかった（70代女性・初） 
・とても楽しかったです。三宅パパおもしろい。去年より良かったです。オリンピックのすぐ後なのでか
な？（60代女性） 
・堅いテーマで決め付けず、トークリレーという形でリラックスされた生のお話を伺く貴重な時間にとて
も満足しています（40代女性） 
・それぞれのトークが個人の性格が表れおもしろかったです（50代女性） 
・増田さんと三宅パパがまんざいのようで楽しかったです。メダルが見られました♪（40代女性） 
・増田明美さんのテンポの良いナビゲーターが良かったです。ゲストの方について調べてあって良
かった（50代女性） 
・三宅お父様、いい味だしてました。感激しました（50代女性） 
・話の中味が満足。短いのが不満（70代女性） 
・増田さんの司会もテンポが良く、とても楽しいトークショーでした。選手の生の話を聞くことができて大
変満足です（50代女性・初） 
・楽しかったです（30代女性） 
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・三宅パパの指導者としての心得（？）、とても貴重なお話をしていただいたと思い 
ます（50代女性） 
・増田さんのナビゲーターのテンポが良く楽しいお話が聞けました（40代女性・初） 
・楽しいトーク有難うございました（50代女性） 
・三宅さんがイブシ銀の味でした（50代男性） 
・２０２０東京オリンピック実現に向けて大いに活動願います。世論形成が重要と思い 
ます（60代女性・初） 
・全体的に雰囲気がなごやかでよかった（40代女性・初） 
・いろいろ分かれたから（10代女性・初） 
・あたたかいナビゲーターでとても楽しかったです。素のままが感じられ良かったで 
す（50代女性・初） 
・不満はありません（40代女性・初） 
・テレビを通してとかではなく、直接アスリートの声でいろいろな話が生できけるということは、心に直接
ひびいてくるので大満足です。ここでしか聞けない話も伺え、楽しい時間です。ありがとうございます（50
代女性） 
・笑うことができました（60代女性） 
・今回で4回目の参加ですが、毎回とてもおもしろく、アスリートの方の素顔が見れて良いです（40代女
性） 
・三宅選手の父親の話が重みがあった。今年はロンドンの年だったが大会中のエピソードや裏話を聞き
たかった。レスリング選手（女子）のエピソードが聞きたい（40代男性） 
・もう少し裏話を聞きたかった（50代男性・初） 
・全て満足。影像（オリンピック時）があれば・・・（60代男性・初） 
・オリンピックで活躍した選手達を生（ライブ）で見られ、話を聞け満足した。説得力があった（60代男性・
初） 
・時期的にも時間的にもゲストの方も満足です（60代女性） 
・オリンピックで活躍された皆さんのトークがとてもよかったです（50代女性） 
・トークがおもしろくとても楽しい時間でした（女性・初） 
・すてきなお話が聞け、選手方を生で拝見することができた上にプレゼントまでいただきありがとうござい
ました（20代女性・初） 
・三宅選手親子の話に増田さんの話が加わり、人間性が感じられるトークとなり、楽しかったです（50代
女性） 
・三宅義行さんが面白かった（10代男性・初） 
・楽しかったです（40代女性・初） 
・聞きたい内容が各々答えられて（満足）不満は各選手の反省事項の発言が合っても良いと思う（70代
男性） 
・増田さんの司会が上手でした（30代女性） 
・増田さんの司会、よかったです（40代女性） 
・進行によるトーク（60代女性） 
・抽選中選手に待ってもらうのが申し訳ないかなと思った（40代女性・初） 
・なまの声が聞けて大変興味深かったです（40代女性・初） 
・お話がよかった。増田さんのナビゲーター、とてもスムーズだった（40代女性・初） 
・夢を叶えるために・・・の話がとても良かった（40代女性・初） 
・色々なお話が聞けて楽しかったです（30代男性・初） 
・メダリストのトークおもしろかった（70代女性） 
・ゲストの話に満足。ナビはちょっと・・・（50代男性） 
・ロンドンの興奮そのままに旬の方々のお話がきけてとても嬉しかったです。三宅さん親子はみてるだけ
で心がなごみますね。村田選手の今後に対する興味もわきました（30代女性） 
・男女のオリンピアンのコンビネーションが良い。オープンな話題がおもしろい。オリンピアンが力を合わ
せてがんばっているのがすばらしい（50代男性） 
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ある 
27% 

ない 
73% 
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【Ｑ4】ＴＯＬフォーラムで聞いてみたいテーマ、オリンピアンなどリクエストがありますか？ 

澤穂希（サッカー） 1 

近賀ゆかり（サッカー） 1 

吉田沙保里（レスリング） 5 

体操 1 

伊調姉妹（レスリング） 1 
北島康介（競泳） 3 

水泳選手 1 

ゴルフ選手 1 

谷亮子（柔道） 1 

田中理恵（体操） 2 

浅田真央（フィギュアスケート） 1 
福原愛（卓球） 1 

佐野稔（フィギュアスケート） 1 

荒川静香（フィギュアスケート） 1 

内村航平（体操） 1 

八木（ウエイトリフティング） 1 

・ウラ話（50代男性） 
・オリンピックの選手村、外国の選手の話など（60代女性） 

・中々ないオリンピック参加という経験を、今後に生かされる機会が色々とあると思います。スポー
ツ界や後輩の育成だけでなく、この貴重な経験を何かに役立てようという具体的な思いはありま
すか？（40代女性） 
・ゴルフがオリンピック競技になるので、ゴルフ選手の話が聞いてみたいです（50代女性・初） 
・各国選手との交流（70代女性） 
・食事管理やメンタルトレーニングなどについて（50代女性） 
・オリンピアンならではの精神論とか座右の銘とか（40代女性・初） 

・メダルがオリンピック開催国によってデザイン・質等が違うとか・・・オリンピック毎のメダルを見る
ことができるとうれしいです（50代女性） 
・オリンピック裏話し（50代男性） 
・東京オリンピック～アテネ～ロンドンオリンピックで共通なもの、進化しているもの、それが2020
年の東京に続くものがありませんか？（60代男性・初） 
・結婚されたり、働きながらオリンピックに出場している選手の話を聞きたい（20代女性・初） 

・歴代のメダルを見てみたいです。その年の出演者だけでもよいので実現できればうれしいです
（50代女性） 
・現役メダリストの話をもっとききたかった。ので、そういう機会をオリンピックyear以外にも実施し
てほしい（40代女性・初） 
・日頃の練習方法（70代女性） 

【Ｑ5】「TOLだより」を読んだことがありますか？ 【Ｑ6】TOLのホームページを見たことがありますか？ 

ある 
33% 

ない 
67% 

ある 43 （購読したい＝8、 購読しない＝5） 

ない 86 

ある 38 

ない 101 
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スポーツ体験教室 

女性ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ講演会 

ＴＯＬメルマガの購読 

興味がない 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

スポーツ体験教室 68 

女性ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ講演会 57 

ＴＯＬメルマガの購読 1 

興味がない 8 

【Ｑ8】 あなたは週に一回以上は１時間ほどの運動、スポーツを行っていますか？ 

行う 
69% 

行わない 
31% 

行う 96 

行わない 43 

フェンシング 3 ゴルフ 6 ソフトボール 1 

水泳 28 モダンバレエ 1 社交ダンス 1 

ウォーキング 9 マラソン 2 エアロビクス 1 

バスケット 2 バレーボール 4 トレッキング 1 

サイクリング 1 体操 6 ボール遊び 1 

ランニング 2 テニス 9 フィギュアスケート 1 

アクアビクス 5 ヨガ 6 スポーツジム 6 

太極拳 2 ダンス 1 視覚障害柔道 2 

ジョギング 6 バイク 1 スケート 1 

ストレッチ 2 筋トレ 2 登山 1 

・託児があり、とても助かりました。気軽に参加できました。  
・生甲斐です（80代女性）  
・また参加したいです（50代男性）  
・今年は華やかさ（？）があまりなかったように思う（60代女性）  
・選手とサイン、記念の写真をとる時間がほしい（50代女性）  
・関係者席に座れる人にはバッチなどつけてわかるようにしてほしい。早く来ても後から来た人が（関係
者でないような人）が座ってしまっていてなんだか嫌な気持ちになった（60代女性） 
・早めに会場に着き良い席で話を聞きたいのですが、関係者席が多すぎるのが残念でした（60代女性）
  
・大変楽しかったです。今後の活動を期待します（50代女性）  
・秋山選手（パラリンピック）が一緒に登壇されていてすばらしいと思いました。ありがとうございました。
（50代女性・初）  
・選手の方々の話を近くで聞くことができてとても楽しかったです（30代女性）  
・大変感動しました！！（50代女性・初）  

【Ｑ9】ご意見など何なりとお聞かせ下さい。 

【Ｑ7】ＴＯＬが実施、予定する様々な事業で参加してみたいものは？ 



・深い！！人生に深みがあるみなさんに拍手！！元気と勇気をいただき、 
小さい悩みがぶっとびました！！増田さんとは以前大阪国際女子のさよな 
らパーティーでツーショットさせていただきました。いい記念です（50代女性・初） 
・抽選の時、数字を読むの早い！少し手際が悪い。握手したかった（50代女性） 
・これからもTOL頑張って下さい（40代女性・初） 
・継続を（80代女性） 
・これからも頑張って下さい。オリンピック頑張って下さい（20代女性・初） 
・運営陣の真っ直ぐな思いがパネリストの選手の皆様はもちろんの事、参加させ 
て頂いている一人一人にも伝わるのか、実に皆さんマナーを守り、落ち着いた様 
子でゆったり参加出来る貴重なひとときだと思っています。こんな時間を与えて下 
さりありがとうございました（40代女性） 
・東京にオリンピック、頑張って下さい（50代女性） 
・抽選会も楽しみですが（今年も何もあたりませんでした）、毎年全員帰りに頂くお土産も楽しみでした（40
代女性） 
・メダリスト以外のオリンピアンの方をゲストに（50代女性） 
・2020年オリンピックをぜひ招致してほしい。そのための活動を！（60代女性） 
・この会がとてもアットホームな気がするのは、やはりスポーツ選手による運営のおかげだと思います（50
代女性） 
・関係者席が多すぎて後ろの方になりとても残念でした（50代女性） 
・今日のフォーラムは最高でした。また来年も楽しみにしています（70代女性） 
・パーティーのような企画もよろしいと思います。選手とのふれあい、交流の機会が欲しい。抽選会が長い
ですね。後半飽きるので調整。がんばって下さいませ（50代男性） 
・TOLの益々の発展を祈ってます。応援したいです。素晴らしいフォーラムでした（60代男性・初） 
・とても近い感じでよかった。御準備、ありがとうございました（50代女性・初） 
・とてもよかったです（50代女性） 
・メダリストの方のお話を伺えたこと。メダルを取る為に自分の精神力をどこへ持っていくかを生の声で聞
けたことは良かったです。金メダルを取ることはすごい事ですがお話を伺うと普通の方で気さくに話をされ
てたので身近に感じました（50代女性・初） 
・楽しい時間をありがとうございました（50代女性） 
・村山さん会長就任おめでとうございます！（50代女性） 
・みなさんのお話をまじかで聞くことが出来とてもよかったです（女性） 
・ゲストで出席される方が少し早くわかればなっと思う（60代女性） 
・パネラー（60代女性） 
・自然な会話で楽しかったです（50代女性） 
・今日はありがとうございました。来年もまた来たいと思います（50代女性） 
・とても楽しく参加させて頂きました。ありがとうございました（20代女性・初） 
・増田様のナべゲーターは良かった。100点（70代男性） 
・水泳を楽しんでいますので水泳メダリストのトークを聞きたいと思います（70代女性） 
・がんばってこのイベントを続けて下さい（50代男性） 
・ジュニアを対象としたフォーラムを別に開いても面白い（50代男性） 
 
以上が集計のご報告になります。 
 
 
集計担当：友寄（2012年10月31日）    
 


