
未来（あした）への道 1000km縦断リレー2018  

2018年の主な取組 

 

① 都内での大会盛り上げ 

都民による東日本大震災被災地復興支援の一層の気運醸成を図るため、都内コースを充実します。 

これまでの都内区間距離を 7km から 40km へ約 30km 延伸するとともに、中継所を 4 か所増設します。また、

グランドゴール会場となる駒沢オリンピック公園では、被災地の PR を目的に、復興支援関連プログラムを実施いたしま

す。また、2 年後に控えた「東京 2020 大会」への気運醸成を図るため、都内競技会場となる有明地区、品川地区

をコースに取り入れます。 

※復興支援関連プログラムの詳細は、決まり次第公式ホームページでお知らせいたします。 

② 被災地での大会盛り上げ 

スタート・ゴール会場や中継所等において、地元の方々による応援や郷土芸能の紹介など地元 PR を実施します。 

地元の児童生徒による歓迎演奏や歓迎装飾、参加者やゲストが地元の方々との交流を目的に実施するウェルカ

ム交流イベントを実施し、郷土料理のふるまいやゲストランナーとの記念撮影などを実施します。 

※ウェルカム交流イベントの日時・場所については別添の募集要項をご参照ください。詳細は決まり次第公式ホームペ

ージでお知らせいたします。 

【2017年の実施例】 

◆地元園児による歓迎演奏（宮城県南三陸町）      ◆地元中学生による歓迎装飾（宮城県気仙沼市）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆地元からのふるまい（福島県大玉村）             ◆地元郷土芸能の紹介＜山口太鼓＞（岩手県宮古市）  
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未来（あした）への道 1000km縦断リレー2018  

アンバサダー コメント・プロフィール 

 

※アンバサダーには、リレーへの参加や広報 PR活動に協力いただきます。 

■朝原 宣治（あさはら のぶはる）さん 
今年も未来（あした）への道 1000km 縦断リレーのアンバサダーとして参加致します。被災地の皆様と 

一緒に走り、「たすき」をつなげていき、走ることで東北の皆様が少しでも元気になってもらえればと思っており
ます。このイベントは走る人だけでなく、応援する方も一緒になって盛り上げていくイベントです。15日間日替
わりでアスリートが参加しますので、是非参加してください！ 
<プロフィール＞ 
1972 年生まれ。兵庫県出身。陸上競技指導者・スポーツ解説者。アトランタ、シドニー、アテネ、北京４大会連続オリンピック出場。
2008年北京オリンピック 4×100m リレーで銅メダル獲得。大阪ガス陸上競技部副部長、陸上競技クラブ「NOBY T＆F CLUB」主宰、

一般社団法人アスリートネットワーク副理事長。「スポーツを通じた健康力の高いまちづくり」を各自治体と共同で推進中。 

 

■高橋 尚子（たかはし なおこ）さん 
震災から 7年が経ち、高台が造成され、多くの家が建ち、そして福島県では避難地域の再編が行われて

います。しかし復興の本番はこれからだと感じています。 
私たちは、この震災を忘れてはいけません。日本、そして世界で生まれた絆をもっと強くしていかなければと 

願っています。そんな思いを持ちながら今年も笑顔の「たすき」をつなぎたいと思っております。 
<プロフィール＞ 
1972 年 5 月 6 日生まれ。岐阜県出身。中学から本格的に陸上競技を始め、県立岐阜商業高校、大阪学院大学を経て実業団へ。

1998 年名古屋国際女子マラソンで初優勝、以来マラソン 6 連勝。2000 年シドニー五輪金メダルを獲得し、同年国民栄誉賞受賞。
2001年ベルリンでは女性として初めて 2時間 20分を切る世界記録（当時）を樹立する。2008年 10月現役引退を発表。 公益財
団法人日本陸上競技連盟 理事、公益財団法人日本オリンピック委員会 理事、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大
会組織委員会アスリート委員会委員長。その他「高橋尚子のスマイル アフリカ プロジェクト」や環境活動、スポーツキャスター、JICA オフィ

シャルサポーターなどで活躍中。 
 

■山本 篤（やまもと あつし）さん 
昨年はランナーとして参加しましたが、今年はアンバサダーとして参加します。僕は高校時代に左足を切

断しましたが、やはり大好きだったスノーボードをやりました。スポーツには逆境を乗り越える力があると思いま
す。皆さんも7年前の震災で逆境に向き合っていると思います。この1000km縦断リレーを通して、参加者  
全員で「たすき」をつなぎ、スポーツの力で復興を盛り上げていきましょう！  
<プロフィール＞ 
1982 年 4 月 19 日。静岡県生まれ。高校 2 年生の時に交通事故の影響で、左足を大腿から切断。義肢装具士を目指す中で、  
陸上競技の道へ。2008 年北京パラリンピックでは走り幅跳び銀メダルを獲得し、義足選手として日本初のパラリンピック・メダリストとなる。
2016 年リオパラリンピック走り幅跳び銀メダル、400m リレー銅メダル。2018 年平昌パラリンピックではスノーボード日本代表として冬季パ
ラリンピックにも出場した。 

 
■山本 博（やまもと ひろし）さん 

震災から 7 年が経ちましたが、復興への道のりはまだ続いています。1000km 縦断リレーでは、「たすき」
をつなげ、皆で被災地を走り、復興への思いを継続していくことに取り組んでいます。私も 2004 年のアテネ
オリンピックで銀メダルを獲得し、そして今 20 年かけて金メダルを目指しています。継続することは難しくも意
味があり、1000km 縦断リレーも、これまでたくさんの方々の思いが繋がって続いてきました。今年も多くの方
と一緒に未来に向けて、「たすき」をつなげていきたいと思いますので、是非一緒にたすきをつなぎましょう！ 
<プロフィール＞ 
1962年10月31日生まれ。神奈川県出身。中学からアーチェリーの道へ。全国高等学校選手権大会で個人 3年連続優勝、全日本
学生選手権大会では個人 4 年連続優勝。大学 3 年生の時に 1984 年ロサンゼルス五輪へ出場し、男子個人銅メダルを獲得。2004
年アテネ五輪では男子個人銀メダル獲得。2014年から公益財団法人 東京都体育協会会長に就任。また、東京オリンピック・パラリンピ

ック競技大会組織委員会顧問会議顧問、日本体育大学 マネージメント学部 教授も務めている。 

 

 

グランドゴール式参加ゲスト コメント・プロフィール 

 

■北島 康介（きたじま こうすけ）さん 

 

 

 

 

 

 

※7月 28日（土）参加予定 

 

※五十音順で記載しています。 
 

※8月 3日（金）参加予定 

参加予定 

＜コメント＞ 
今回は東京都水泳協会の理事として登壇させていただきます。スポーツを通じて日本を元気に、また東

京 2020 に向けて、東京からスポーツの素晴らしさを発信していければと思います。 
＜プロフィール＞ 
1982年生まれ。東京都出身。2004年アテネオリンピックでは 100m・200m平泳ぎで金メダルを獲得。2008年北京オリンピックでも
両種目で金メダルを獲得し、競泳での日本人唯一の 2 種目 2 連覇を達成。2012 年、４大会連続出場となったロンドンオリンピックで
4x100m メドレーリレーにて銀メダルを獲得。2016 年 4 月に現役を引退。2009 年に現役選手でありながら株式会社 IMPRINT を
設立、2015 年には「Perform Better Japan」を設立。現在は日本コカ･コーラ株式会社の「コカ・コーラ・チーフ・オリンピック担当・    
オフィサー」として活躍する他、東京都水泳協会の理事を務める。 

※7月 24日（火）参加予定 

 

※アンバサダーは、上記日程で参加予定です。 
 
 

※7月 24日（火）参加予定 

 

※8月 7日（火）に駒沢オリンピック公園で行われる 

グランドゴール式に出席！ 
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参加予定ゲストランナー 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市橋 礼衣さん 
(いちはし のりえ) 
8/4（土）参加予定 
2018 ミス日本グランプリ 
ダンス ICU日本代表 世界 1位 

冨田 洋之さん 
(とみた ひろゆき) 
7/29（日）参加予定 
元体操選手 
アテネオリンピック 体操競技  
男子団体総合 金メダリスト、平行棒 銀メダリスト、 
北京オリンピック 体操競技 男子団体総合 銀メダリスト 

鹿島 丈博さん  
(かしま たけひろ) 
7/27（金）参加予定 
元体操選手 
アテネオリンピック 体操競技  
男子団体総合 金メダリスト、あん馬 銅メダリスト、 
北京オリンピック 男子団体総合 銀メダリスト 

大山 加奈さん 
(おおやま かな) 
元バレーボール選手 

1984年生まれ。東京都出身。アテネオリ

ンピック出場。引退後、講演活動やバレー

ボール教室などで活動 

画像確認中 

走行日程記載予定 

※五十音順で記載しています。 

田口 亜希さん  
(たぐち あき) 
8/5（日）参加予定 
元パラ射撃選手 
アテネ・北京・ロンドンパラリンピック出場 

塚原 直貴さん  
(つかはら なおき) 
8/3（金）参加予定 
元陸上競技選手 
北京オリンピック 陸上競技 
4×100m リレー 銅メダリスト 

高橋 千恵美さん 
(たかはし ちえみ) 
8/5（日）参加予定 
元陸上競技（長距離）選手 
シドニーオリンピック出場 

高橋 勇市さん 
(たかはし ゆういち) 
7/24（火）参加予定 
パラマラソン選手 
アテネパラリンピック マラソン 
（視覚障害者の部） 金メダリスト、 
北京・ロンドンパラリンピック出場 

千田 健太さん 
(ちだ けんた) 
8/5（日）参加予定 
元フェンシング選手 
北京オリンピック出場、 
ロンドンオリンピック フェンシング 
男子フルーレ団体 銀メダリスト 

中村 真衣さん 
(なかむら まい) 
7/26（木）参加予定 
元競泳選手 
アトランタオリンピック出場、 
シドニーオリンピック 競泳  
100ｍ背泳ぎ 銀メダリスト、 
4×100m メドレーリレー 銅メダリスト 
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未来（あした）への道 1000km縦断リレー2018  

参加予定ゲストランナー 

 

 

 

 

 

 

      

※ゲストランナーについては、今後追加の予定です。詳細は公式ホームページをご覧ください。 

藤井 瑞希さん 
(ふじい みずき)  
7/31（火）参加予定 
プロバドミントン選手 
ロンドンオリンピック バドミントン 
女子ダブルス 銀メダリスト 

森田 智己さん 
(もりた ともみ) 
7/30（月）参加予定 
元競泳選手 
アテネオリンピック 100ｍ背泳ぎ 銅メダリスト、 
4×100ｍメドレーリレー 銅メダリスト、 
北京オリンピック出場 

山口 美咲さん 
(やまぐち みさき) 
7/27（金）参加予定 
元競泳選手 
北京・リオデジャネイロオリンピック出場 

山田 拓朗さん 
(やまだ たくろう) 
7/29（日）参加予定 
パラ水泳選手 
アテネ・北京・ロンドンパラリンピック出場、 
リオデジャネイロパラリンピック  
自由形 男子 50m 銅メダリスト 

三浦 浩さん 
(みうら ひろし) 
8/2（木）参加予定 
パラパワーリフティング選手 
ロンドン・リオデジャネイロパラリンピック出場 

ゲストランナーは確定次第、 

反映していきます。 

 

根木 慎志さん 
(ねぎ しんじ) 
7/30（月）参加予定 
元車いすバスケットボール選手 
シドニーパラリンピック出場 

星 奈津美さん 
(ほし なつみ) 
7/28（土）参加予定 
元競泳選手 
北京オリンピック出場、 
ロンドン・リオデジャネイロオリンピック 
200mバタフライ 銅メダリスト 

宮下 純一さん 
(みやした じゅんいち) 
8/1（水）参加予定 
元競泳選手 
北京オリンピック 競泳 
4×100m メドレーリレー 銅メダリスト 

大山 加奈さん 
(おおやま かな) 
元バレーボール選手 

1984年生まれ。東京都出身。アテネオリ

ンピック出場。引退後、講演活動やバレー

ボール教室などで活動 

画像確認中 

走行日程記載予定 

※五十音順で記載しています。 
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