
TOLフォーラム2017
参加者アンケートレポート

2017年10月14日（土）に開催されたTOLフォーラム2017に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。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。

性別は?

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?

※フォーラム開催情報はどのように知りましたか?
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最初から1人、4回目4人、5回目3人、6回目2人、7回目2人、8回目1人、10
回目1人、木原さんの頃から2人、多数来ていて不明1人

性別

何回目

きっかけ

開催情報

201710/28

※回収率 約60％

アンケート回収数
204

性別 女性 男性 未回答
人数 182 18 4

年令 １０代 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代～ 未回答 その他
人数 5 4 13 49 76 39 12 1 5

年令

はじめて ２回目 ３回目 ３回以上 未回答
136 19 13 36

ＴＯＬメンバーの勧誘 ゲストに関心 司会者に関心 その他

64 104 3 16

高橋大輔さん3人

チラシ クラブ 知人 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ その他

0 0 74 67 12

その他コメント・・
・SNS 3人、ツイッター3人
・関係者２人
・髙橋大輔さんHP3人

トータル・オリンピック・レディス会



【Ｑ3】フォーラムはいかがでしたか?

開始の時間について

トークの時間について

内容について

どこが満足、不満ですか?

【【満足】
・話が面白くて楽しい(10代・50代・60代女性・50代男性)
・皆さんの楽しい話がたくさん聞けただけでなく、アスリートの怪我など、その時の気持ちまで聞
けたのはとても良かった(30代女性)
・ゲストの話がじっくり聞けてよかった(30代・50代女性)
・抽選会の番号を読んでいた方のキャラが良かった(30代女性)
・普段聞けない話が聞けてとても楽しい時間を持てました(30代・40代女性)
・車椅子バスケの話がとても興味深かった。イスバス格好いい名前(30代女性)
・なかなか聞けないオリンピアンの話を聞くことができて満足(30代女性)
・和やかな雰囲気でステキなお話がたくさん聞けて嬉しかった(30代女性)
・ゲストの話が素晴らしい(40代・50代女性)
・直接話しが聞けること(40代女性)
・大満足!来て良かった(50代女性)
・とても良かった(50代女性)
・分かりやすい解説・抽選会など(10代男性)
・つっこみが面白い(40代男性)
・全て満足(60代女性)
・アスリートの話が十分聞けた(60代女性)
・楽しい内容で時間も良い(50代・60代女性)
・ゲストが素晴らしい方々でトーク内容も興味深かく楽しかった(50代女性)
・アスリートの方々の話が面白かった(50代女性)
・本音が聞けること(50代女性)
・お話が楽しいです。また感心する考え方、生き方頭が下がる思いで毎回楽しみにしています(70
代女性) ↓次頁に続きます
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良い 194

午前中がよい 3

夕方がよい 0

⾧い 64

ちょうどよい 114

短い 7

とても満足 165

満足 20

不満 1
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どこが満足、不満ですか?

【満足】前頁より続き
・3方のトークが良かったです(70代女性)
・オリンピアンの生の声、裏話を聞けたこと、良質な質問(30代男性)
・凄く面白かったです。有意義な時間を過ごせました(40代男性)
・ゲストの率直な生のトークに感動しました。力をいただきました(70代)
・競技の知らない世界が聞けること(30代)
・女性アスリートのみなさんの手作りの感じが最高です(50代男性)
・ゲストの話が楽しい(50代男性)
・ゲストの普段聞けない本音を述べてもらい感動した。それを引き出したナビゲーター佐野さんは
素晴らしかった(60代男性)
・オリンピアンの生の声が直接聞けたこと。一流のアスリートの人間性に共鳴した(60代男性)
・とても温かい雰囲気で楽しいお話が聞けてとても良かったです(40代・60代女性)
・選手の素直な生の声が聞けてよかったです(60代女性)
・司会者が上手にゲストの人柄を引き出している(60代女性)
・とても穏やかに進行して楽しい(50・60代女性)
・3人様の素晴らしいお話に大満足しました。明日からもう少し良い人生を生きたいと思いました
(60代女性)
・間近でリラックスしたアスリートから生の声が聞けて楽しかったです(60代女性)
・普段見られないアスリートの素顔が伺えて楽しかったです(50代女性)
・一流アスリート達の話をゆっくり、じっくり、楽しく聞くことができた(50代女性)
・貴重なオリンピアンならではの話が聞けてよかったです(50代女性)
・とても楽しくためになるお話でした。中身がとても濃かったです(50代女性)
・色々な話が聞けてよかった(50代女性)
・テレビでは聞くことが出来ない生の言葉が聞ける(50代女性)
・とても内容が濃く、めいっぱい楽しませて、また考え、学ばせていただきありがとうございます。

髙橋さんの話を聞きたいときましたが、杉本さん、神保さんの素晴らしい話が聞けてよかったで
す。また、佐野さんのお母さん目線での司会も楽しかったです(50代女性)
・抽選会のノリも楽しかったです(50代女性)
・とても楽しかったです。色々な話が聞けてよかったです。また来年も来たいです(50代女性)
・司会の佐野さんが良かった。和気藹々とても楽しいフォーラムでした(50代女性)
・髙橋さんの靴の選び方が聞けた。逃げる前に日サロに行っていた話・・(50代女性)
・ゲスト3人に十分話す時間をとっていただけた点(50代女性)
・人間として素晴らしいオリンピアンの人たちをフューチャーしてくださりありがとうございまし
た(50代女性)
・今まで聞いたことの無い話が聞けた(髙橋さん)、みなさんお話上手で時間が余計短く感じた(50
代女性)
・よくテレビで見ていた方々(アスリート)に会えて嬉しかった。楽しい話をありがとうございまし
た。素晴らしい(50代女性)
・素晴らしいトークでした。TVで見たことがない皆さんのトークに感激(50代女性)
・何度も涙がでそうな感動を頂き感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました(50代女
性)
・TV、ラジオ、紙面などと違い、リラックスした雰囲気の中でアスリートの肉声が聞ける事、凄く
満足いたしました(50代女性)
・整理券の配布、入場から進行、司会、終了まで見事な運営で気持ちよいです。

髙橋さんのファンで参加いたしましたが、皆様お話上手で楽しかったです。怪我の話は胸が熱く
なりました。

次回も参加したいと思いました(50代女性)
・3人共爽やかで良かった(50代女性)
・佐野さんの進行がとても小気味良く、楽しかったです(50代女性)
・この場所に来ないと聞けない話を生の声を聞けるのが満足(50代女性)
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どこが満足、不満ですか?

【満足】前頁より続き
・アスリートの方のお話もとても興味深いうえ、リレートークなので互いの雰囲気が良く、
とても爽やかに聞くことができた。

和やかでとても楽しくためにになりました(40代女性)
・だいちゃん、杉本さん、神保さんみんなよかった(40代女性)
・色々な話が聞けて楽しかったです。種目によって選手としての取り組み方も違うことが知ること
が出来てよかった(40代女性)
・とても楽しい時間をありがとうございました(40代女性)
・朝から整理券を配っていいただきありがとうございました(40代女性)
・トークが良かった。佐野さんの進行すばらしかった(40代女性)
・たっぷりお話が聞けてよかったです(40代女性)
・抽選会も大変盛り上がりよかったです。今までのオリンピアンの人たちの紹介も入っていて良
かったです(40代女性)
・寛いだ雰囲気の中、ゲストの方のお話がたくさん聞けて楽しかった(40代女性)
・トップを経験した方ならではの貴重なお話が伺えて今後の自分の人生もしっかり進めていきたい
と思いました(40代女性)
・佐野さんトークが面白かった。大輔さんかわいらしい!3名共お話が面白かったです(40代女性)
・司会進行も上手で3人のゲストのトークも面白かった(40代女性)
・皆さんのトークがとてもよかった。オリンピアンも私達と変わらず弱いところもありながら乗り
越えていると知り、勇気になりました(40代女性)
・佐野さんの進行がよどみなく楽しかった(40代女性)
・⾧時間、3人の話がきけてよかったです(40代女性)

【不満】
・イスの並びが前の方の隙間から顔を出せる並び方ではなかったことが残念(30代女性)
・質疑応答が⾧い(30代女性)
・怪我についての話が多い印象、もう少し幅広い話題があっても良かったかも(30代男性)
・舞台をもう少し高くして下さい。今年は特別客が多くて・・・(60代女性)
・開始時間が13時だと助かる。
・色々な話を聞かせて頂き、驚いたり笑ったりとても良かったのですが、髙橋さんに「逃げた」と
か「弱っちい」というネガティブなことを

笑いを交えてふる(ツッコム)のは残念でした。ファンは良く知っていますが、一般の方には良い
印象とならないと思います。

特に佐野さんは髙橋さんのこと良くご存知の方ですので、謙虚な髙橋さんをむしろフォローする
言葉があればよかったと思います(40代女性)
・抽選会はゲストがらみの商品が欲しいかも(40代女性)
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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?
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【テーマ・リクエストなど】

・オリンピックに出場して一番変わったこと
・日本の報道人に対して同思うか
・メディアで事実と違う報道されたなど
・思い通りにならないもどかしい気持ちをどう消化するのか?気持ちの切り替え方など
・東京オリンピックについて
・オリンピアンを育てた方
・東京オリンピック新競技の種目(3on3バスケ、ボルタリングなどの選手)
・東京オリンピックについて関わる方々(運営の方、建築家、ボランティア)
・生い立ち
・趣味
・東京オリンピックに向けての内容
・オリンピックを目指すにあたっての色々な話
・色々なジャンルのアスリート
・悔しかったこと、嬉しかったことなど
・アスリートと指導者と一緒に話が聞きたい
・食事について
・スポーツを通しての人間関係
・選手村の様子
・レジェンドトーク
・メンタルが疲れたとき
・選手村での交流

【お話しが聴きたいスポーツ選手】表記は原簿そのまま、敬称略にて

・北島康介
・サッカー選手
・上村愛子
・野村忠弘?
・野口みずき
・金戸夫妻(ダイビング)
・浅田真央(7)
・髙橋大輔(14)
・荒川静香
・羽生結弦
・バドミントン リオダブルス
・野球、ソフトボール
・バレーボール

・入江陵介
・福原愛
・冬季競技のオリンピアン(2)
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【Ｑ5】「TOLだより」を読んだことがありますか?
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【Ｑ6】TOLのホームページを見たことがありますか?

【Ｑ7】ＴＯＬが実施する事業で参加してみたいものは?

【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? (調査票原文のまま）

ランニング (8)・ピラティス(2)・フィギュア(3)・フラダンス(1)・ス
ケート(2)・体操(2)・犬の散歩(2)・テニス(1)・エアロビ(1)・ウォー
キング(7)・ヨガ(11)・ホットヨガ(2)・アクアヨガ(1)・太極拳(1)・
筋トレ(1)・ウォーターフィットネス(1)・フォークダンス(1) ・バレー
ボール(2)・サーキットトレーニング(1)・ストレッチ(4)・ジムトレ
(3)・加圧トレーニング(1)・水泳(18)・ジョギング(2)・剣道(1)
・バスケットボール(2)・学校の授業(1)・ボクササイズ(1)
・ゴルフ(6)・バレエ(3)・クラシックバレエ(1)
・バトン(1)・野球(1)

【Ｑ9】チケット料金についてお聞かせください。

TOLフォーラム2017 参加者アンケートレポート

ある 44
ない 154 購読したい 13

購読しない 9

スポーツ体験教室 ｵﾘﾝﾋﾟｱﾝ講演会 興味がない その他
84 76 3 2

ある ない
102 98

TOLだより

ホームページ

ある

1回14名・2回19名・2～3回３名・3回8名・4回4名・5回7名
・5～6回1名・6回2名・7回3名

運 動

安い ふつう 高い
39 149 11

チケット料金

行う 行わない
66 96



【Ｑ10】ご意見など何なりとお聞かせ下さい。(原簿のまま）

【意見】
・和やかな雰囲気、スポーツに関わる方々特有の気持ち良い運営でとても楽しませていただきました。
ありがとうございまいました(40代女性)
・全てにおいて感動しました!ありがとうございました(40代女性)
・貴重なお話を聞ける機会をありがとうございました。抽選会の品、お土産もありがとうございました(40代女性)
・オリンピアンの方々からとても貴重なお話が聞けて興味深かった(40代女性)
・素晴らしいフォーラムでした!今後も期待しています(40代女性)
・また大輔さんを呼んで頂けると嬉しいです。みなさまありがとうございました。スタッフ様お疲れ様でした(40代女性)
・今後もこのような機会を続けてください(50代女性)
・早い順だと来年からとても早く来るようになってしまう・・・(50代女性)
・素敵な催しありがとうございました(50代女性)
・アスリートに結婚、恋愛トークとかワイドショー的な話題はフォーラムではあまり求めていないです(50代女性)
・佐野さんの司会も良かったです。髙橋さんのお話が聞けてよかったです(50代女性)
・有意義で楽しい時間でした(50代女性)
・とても楽しかったです。ゲスト3にが魅力的。大ちゃん素敵でした(50代女性)
・朝早くから整理券を配布くださりありがとうございました(50代女性)
・また参加したいです(50代女性)
・整理券の配布から誘導までのさばきお見事でした。女性オリンピアンの声をもっと聞きたいです(50代女性)
・オリンピアンのみなさまの人柄に触れることができ楽しく過ごせました(50代女性)
・娘がスポーツをしています。今日のお話を聞かせてあげたいと思いました(40代女性)
・あっという間の2時間、今後も頑張ってください(40代女性)
・プレイしている姿が動画とかスライドで紹介してもらえればいいなぁと思いました(30代女性)
・髙橋大輔さんを出演させてくださりありがとうございました(30代女性)
・お酒入れてもいいと思います。飲みながらとトークみたいです(30代女性)
・フォトセッションがほしい(20代女性)
・質問コーナーがいま一つでした(70代女性)
・アスリートの方はもう一段高いところでないと顔が見えませんので、次回は高い席でお願いします(70代女性)
・質問者の話題のバラエティがあってよかった(30代男性)
・スポーツする女性はいくつになっても美しいと思いました(女性)
・写真について撮影OKなのか、禁止なのかが曖昧でした。話を聞いて最後だけ写真撮らせていただく形も傾向として最近覆いのでいか
がでしょう(女性)
・夏、冬、パラ多様な会で素晴らしい。抽選会の進行はもう少し合理的にやった方がよいのでは(50代男性)
・西側よしみさん大変懐かったです(60代男性)
・整理券配布についてパンフに記載してください(60代女性)
・いつまでも続いてくれますように(60代女性)
・スムーズな運営、楽しいトークありがとうございました(60代女性)
・司会(MC)の佐野さんのリードが素晴らしくて、アスリートの皆さんのお話が素敵でした。感動しました(60代女性)
・今年は大変混んでいて驚きました(60代女性)
・次も髙橋大輔さんのトークが聞きたいです(60代女性)
・今回は背が小さいので良く見えなかった。ゲスト席もっと高いとよかった(60代女性)
・今後もオリンピアンと市民が交流できるイベントを色々企画していただきたいと思います(女性)
・また来たいと思う楽しいフォーラムでした(50代女性)
・整理券を発行していただけたのが良かったです(50代女性)
・髙橋大輔さんがリラックスしていてとても楽しそうでよかったです(50代女性)
・本当にありがとうございまいした。関係者のみなさま、心からこれからのご活躍をお祈りいたします(50代女性)
・3人のオリンピアンに登壇いただくというのが凄く良いと思います。進行にもゆとりがあるのでそれぞれの方の 同じところ、違うところが浮き
上がってとても興味深く伺いました(50代女性)
・幹部のみなさま含め、オリンピアンの皆様の人間力、感服いたしました(50代女性)
・フォーラムの様子をネット配信してもらえたら嬉しい(50代女性)
・大変有意義でした。髙橋大輔さんの怪我エピソード、心が弱いという固定概念。さらに上塗りするような持って行き方
どうなんでしょう。スケート理事の奥様ゆえの軽口、リスペクトのなさがきになりました。残念です(50代女性)
・開場の向きをかけてましたが、柱が邪魔にならずみやすかったです(50代女性)

集計担当:髙山樹里 2017年10月26日
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