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2022 年 7⽉30⽇（⼟）・31⽇（⽇）の 2⽇間、⼀般社団法⼈グローバルけん⽟ネットワーク（⻑野県松本市、

代表理事：窪⽥保、以下 GLOKEN〈通称：グロケン〉）は、けん⽟ワールドカップ廿⽇市実⾏委員会と共同で「ウ

ッドワン けん⽟ワールドカップ廿⽇市 2022」（以下、けん⽟W 杯）を開催します。 

広島県廿日市市のグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーにて、予選日（＝大会初日）ならび

に決勝日（大会 2 日目）からなる本戦競技を行うとともに、予選においてはリモート環境からのオンライン出

場も可能としています。 

※決勝日に実施するファイナルステージは廿日市会場で実施し、本戦競技の優勝者を決定します 

※決勝日には海外からのリモート出場選手によるオンラインエキシビション競技を行い表彰します 

 

現在、けん玉は海外でも広がりを見せ、世界的な人気スポーツとして認知されています。 

けん⽟W 杯は世界中のけん⽟プレーヤーたちが、けん⽟発祥の地とされる広島県廿⽇市（はつかいち）市に集

まり、世界⼀の座をかけて競う⼤会で 2014 年から毎年開催しています。これまで 30 カ国以上から来日があ

り、過去 8 回のけん玉 W 杯のうち、海外選手の優勝が 4 回、日本人選手が 4 回となっています。 

年を重ねるごとに参加者も増え、今年は過去最高の 725 名がエントリーしています。 

ご多忙の折恐縮ではございますが、お越しいただきご取材いただけましたら幸甚です。 

大会イメージ（2019 年開催時の様子）                 2022 年の優勝トロフィー 

【けん玉世界一決定戦開催】 
 

過去最高の 725名が出場！ 

ウッドワン けん玉ワールドカップ 廿日市 2022 

取材のご案内 
 

2022年 7月 30日（土）～31日（日） 
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---------------【開催概要】--------------- 

大会名：ウッドワンけん玉ワールドカップ廿日市 2022 

英 語：WOODONE Kendama World Cup Hatsukaichi 2022 

会 場：グローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリー（広島県廿日市市串戸６丁目１−１） 

出場者：12 の国と地域から 725 名（最年少 2 歳、最年長 84 歳） 

賞 金：優勝賞金 50 万円 

主  催：けん⽟ワールドカップ廿⽇市実⾏委員会 / ⼀般社団法⼈グローバルけん⽟ネットワーク 

 

配 信：GLOKEN チャンネル（YouTube） 

   7 月 30 日（＝予選日）配信 URL  https://youtu.be/HNvu8x31Nto 

   7 月 31 日（＝決勝日）配信 URL  https://youtu.be/k_7a9_TjQ3g 

 

---------------【大会スケジュール】--------------- 

▼7 月 30 日（土）・予選日 

11:00 YouTube 配信開始、けん玉寄贈式 

12:00 開会式 

13:00 オンライン参加者予選 第 1 組 

13:30 オンライン参加者予選 第 2 組 

14:00 予選 A グループ 

14:50 予選 B グループ 

15:40 予選 C グループ 

16:30 得点申請〆切、集計、参加型企画等 

17:30 結果発表（予選通過者発表） 

 

▼7 月 31 日（日）・決勝日 

08:30 YouTube 配信配信開始、ルール説明  

09:00 オンラインエキシビション（海外リモート参加者） 

10:00 本戦競技ファイナル グループ 1 

11:00 本戦競技ファイナル グループ 2 

12:00 ステージパフォーマンス等  

13:00 本戦競技ファイナル グループ 3 

14:00 本戦競技ファイナル グループ 4 

15:00 本戦競技ファイナル グループ 5 

16:00 結果発表 

17:00 表彰式 

17:40 閉会式 

https://youtu.be/HNvu8x31Nto
https://youtu.be/k_7a9_TjQ3g
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---------------【エントリー数】--------------- 

総エントリー数 ：725 名（うち廿日市会場での出場者は 387 名） 

国数：12 の国と地域 

海外選手の人数： 31 名（うち廿日市会場での出場者は 11 名） 

 

参加国名 ： 

JPN 日本 

USA アメリカ 

CAN カナダ 

CHN 中国 

HKG 香港 

TPE 台湾 

KOR 韓国 

POL ポーランド 

THA タイ 

FRA フランス 

VIE ベトナム 

TUR トルコ 

 

最年少：2 歳 

最年長：84 歳 

 

---------------【大会の見どころ】--------------- 

現在、けん玉は海外でも広がりを見せ、世界的な人気スポーツとして認知されています。 

けん⽟W 杯は世界中のけん⽟プレーヤーたちが、けん⽟発祥の地とされる広島県廿⽇市（はつかいち）市に集

まり、世界⼀の座をかけて競う⼤会で 2014 年から毎年開催しています。これまで 30 カ国以上から来日があ

り、過去 8 回のけん玉 W 杯のうち、海外選手の優勝が 4 回、日本人選手が 4 回となっています。 

 

本大会では毎年違うチャンピオンが誕生しており、同一選手による 2 回以上の優勝者はでていません。 

史上初の 2 度目の優勝をする選手が現れるのか、または新星が現れるのか注目されます。 

なお、けん玉 W 杯では男女の別なく競技が行われるのですがこれまでの大会では全て男性選手が優勝してい

ます（女性最高位は 2018 年の 3 位入賞）。 

 

また、上位者の表彰のみならず、予選で 10 個のトリック（技）を全て成功させた方を対象にしたフルマーク

賞や、年代別表彰、男女別の優勝者発表等、幅広く自分の目標を設定することができる大会となります。 
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-----【過去の日本人チャンピオン全員が廿日市へ集結】----- 

過去チャンピオン経験者はシード選手として、決勝ステージへの進出権を有した形で出場します。 

※初日予選得点との合算でチャンピオンを決定するため、予選から出場します 

 

2017 年チャンピオン 金田 奏（So Kanada）選手        2019 年チャンピオン 空 瑠以（Rui Sora）選手 

 

2020 年チャンピオン 五十嵐 拓哉（Takuya Igarashi）選手    2021 年チャンピオン 千葉 靖仁 （Yasuhito Chiba）選手 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、2018 年チャンピオン Nick Gallagher 選手（USA）はオンラインエキシビションのシード選手として登場します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※その他シード選手、注目選手、海外選手についてはご取材時、プレーヤー資料としてお渡しいたします。 
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＜競技運営：一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク概要＞ 
 

一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク（GLOKEN / グロケン）は、人々の日常に「楽しい！」があふれ

た社会づくりを見据え、2012 年の設立以降、けん玉ワールドカップの開催に代表される諸活動を通して、け

ん玉コミュニティの世界的拡大と、スポーツ化への取組みを推進してきました。 

日本のけん玉を世界に誇る体験型コンテンツ”KENDAMA”として発信することで、国際親善、地域活性化、に

貢献しつつ、けん玉のオリンピック競技化を目指しています。 

 

▼代表理事コメント（窪田保） 

世界中に広がりを見せているけん玉ですが、コロナ禍を挟み 3 年ぶりに 

発祥の地・広島県廿日市市で開催できることを嬉しく思います。 

世界最高の舞台で高難易度の技を次々に決めるプレーヤーの姿を見て、け

ん玉に興味を持つ人が増え、けん玉の世界的な広がりが加速することを期

待します。 

 

＜会場アクセス＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜プレス受付場所＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

廿日市市スポーツセンターサンチェリー 

広島県廿日市市串戸 6-1-1 

tel：0829-31-5980 

 

※交通・宿泊・観光情報等問合せ先 

けん玉ワールドカップ廿日市実行委員会事務局 

（はつかいち観光協会内 tel：0829-31-5656） 

 

🚈 広電宮島線 

「廿日市市役所前」(平良)下車徒歩約 10 分 

「宮内」下車徒歩約 10 分 

 

🚈 JR 山陽本線 

「宮内串戸」下車徒歩約 10 分 

 

🚌 広電バス（西広島バイパス線） 

広島方面行き「七尾中学校」下車徒歩約 2 分 

大野方面行き「七尾中学校」下車徒歩約 2 分 

 

 

 

会場 2Ｆ 総合受付「プレス受付窓口」に

て、8:30～受付を開始致します。お名刺を

ご用意のうえ、こちらの窓口までお越し

ください。 
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けん玉ワールドカップ廿日市実行委員会 宛 

 

  ウッドワン けん玉ワールドカップ 廿日市 2022 取材申込書 
 

※お手数ではございますが、2022 年 7 月 29 日（金）までに、本返信用紙にご記入頂き、FAX にてご出欠を

お知らせ頂きますよう、宜しくお願い申し上げます。 

貴社名：                       

媒体名：                       

ご担当者名、スタッフ様人数：               

ご取材日： □ 7 月 30 日（予選）のみ  □ 7 月 31 日（決勝）のみ  □ 両日とも              

Tel：                             Fax：            

メールアドレス：                  

カメラの有無（該当に○）、台数： スチール（   台）    ムービー（   台）           

 

◆開催日程       2022 年 7 月 30 日（土）、31 日（日） 10：00-18：00 

※プレス受付開始 8：30 

◆開催場所       廿日市市スポーツセンターサンチェリー（http://suncherry.npo-polano.or.jp/）   

〒738-0033 広島県廿日市市串戸 6−1−1            

◆主催        一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク (GLOKEN) 

けん玉ワールドカップ廿日市実行委員会 

◆競技運営     一般社団法人グローバルけん玉ネットワーク (GLOKEN) 

◆注意事項  ご取材の際には、腕章の持参と、海外プレーヤーの個別インタビューをご希望の場合には 

通訳のご手配を各社にてお願いいたします。 

写真撮影時のフラッシュ発光はプレーの妨げとなりますので、ご遠慮ください。 

 

 けん玉 W 杯競技に関する報道関係者様のお問い合せ先 

一般社団法人 グローバルけん玉ネットワーク  

お問合せフォーム https://www.gloken.net/jp/contact/   

 

TEL：0263-50-5013（事務所：7月 27日以降は不在） 

    080-3101-1439 （代表携帯：7月 27日以降、またはお急ぎの場合） 

FAX 返信用紙 
 （Fax: 0829-31-3822） 

） 

https://www.gloken.net/jp/contact/

