
No. 区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技（種目） 出場大会等

1 新宿区 新宿区立富久小学校 8月31日(金) 加藤 ゆか 水泳(競泳)

北京/女子100ｍバタフライ、女子4×100メドレーリレー
(6位)
ロンドン/女子100ｍバタフライ、女子4×100ｍメドレー
リレー(銅)

2 台東区 台東区立育英幼稚園 9月4日(火) 久保倉 里美 陸上競技
北京/女子400ｍハードル、女子4×400ｍリレー
ロンドン/女子400ｍハードル
リオ/女子400ｍハードル

3 品川区 品川区立荏原平塚学園（後期課程） 9月7日(金) 松本 弥生 水泳(競泳)
ロンドン/女子4×100ｍリレー(7位)、女子4×200ｍリ
レー(8位)、女子50ｍ自由形
リオ/女子4×100ｍリレー(8位)、女子50ｍ自由形

4 八王子市 八王子市立由木中央小学校 9月8日(土) 里崎 智也 野球
北京(4位)
元プロ野球選手

5 府中市 府中市立府中第九小学校 9月8日(土) 久保倉 里美 陸上競技
北京/女子400ｍハードル、女子4×400ｍリレー
ロンドン/女子400ｍハードル
リオ/女子400ｍハードル

6 大田区 大田区立矢口東小学校 9月11日(火) 山本 隆弘 バレーボール 北京

7 千代田区 千代田区立ふじみこども園 9月11日(火) 田中 琴乃 体操(新体操)
北京/女子団体
ロンドン/女子団体(7位)

8 港区 港区立白金の丘中学校 9月11日(火) 塚原 直貴 陸上競技 北京/男子100ｍ、男子4×100ｍリレー(銅)

9 北区 北区立西ケ原小学校 9月11日(火) 高平 慎士 陸上競技
アテネ/男子200ｍ、男子4×100ｍリレー(4位)
北京/男子200ｍ、男子4×100ｍリレー(銅)
ロンドン/男子200ｍ、男子4×100ｍリレー(4位)

10 葛飾区 葛飾区立渋江小学校 9月12日(水) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

11 新宿区 新宿区立落合第二小学校 9月12日(水) 松本 隆太郎 レスリング ロンドン/男子グレコローマンスタイル60kg級(銅)

12 新島村 新島村立式根島中学校 9月13日(木) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

13 葛飾区 葛飾区立上千葉小学校 9月14日(金) 佐藤 隆彦 野球
北京(4位)
元プロ野球選手(Ｇ.Ｇ.佐藤)
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14 杉並区 杉並区立高井戸第二小学校 9月14日(金) 里崎 智也 野球
北京(4位)
元プロ野球選手

15 葛飾区 葛飾区立柴原小学校 9月18日(火) 久保倉 里美 陸上競技
北京/女子400ｍハードル、女子4×400ｍリレー
ロンドン/女子400ｍハードル
リオ/女子400ｍハードル

16 葛飾区 葛飾区立中之台小学校 9月19日(水) 馬渕 智子 ソフトボール 北京(金)

17 江東区 江東区立東雲小学校 9月19日(水) 山本 隆弘 バレーボール 北京

18 あきる野市 あきる野市立南秋留小学校 9月20日(木) 馬渕 智子 ソフトボール 北京(金)

19 墨田区 墨田区立押上小学校 9月21日(金) 里崎 智也 野球
北京(4位)
元プロ野球選手

20 中央区 中央区立有馬小学校 9月22日(土) 小椋 久美子 バドミントン 北京/女子ダブルス(5位)

21 あきる野市 あきる野市立東秋留小学校 9月26日(水) 岸本 鷹幸 陸上競技 ロンドン/男子400ｍハードル

22 多摩市 多摩市立聖ヶ丘中学校 9月27日(木) 山本 隆弘 バレーボール 北京

23 多摩市 多摩市立大松台小学校 9月28日(金) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

24 中野区 中野区立啓明小学校 9月28日(金) 杉本 美香 柔道 ロンドン/女子78kg超級(銀)

25 渋谷区 渋谷区立幡代小学校 9月29日(土) 田中 和仁 体操(体操競技)
ロンドン/男子団体(銀)、男子種目別平行棒(4位)、男子
個人総合(6位)

No. 区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技（種目） 出場大会等

1 八王子市 八王子市立川口中学校 8月30日(木)
ヨーコ・ゼッ
ターランド
（アメリカ）

バレーボール
バルセロナ/女子バレーボール(銅)
アトランタ/女子バレーボール

2 世田谷区 世田谷区立玉堤小学校 9月18日(火)
サイラス・ジュ
イ
(ケニア)

陸上競技
2010年北海道マラソン(優勝)
2011年東京マラソン(5位)
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3 羽村市 羽村市立栄小学校 9月20日(木)
ヨーコ・ゼッ
ターランド
（アメリカ）

バレーボール
バルセロナ/女子バレーボール(銅)
アトランタ/女子バレーボール

4 目黒区 目黒区立上目黒小学校 9月21日(金)
サイラス・ジュ
イ
(ケニア)

陸上競技
2010年北海道マラソン(優勝)
2011年東京マラソン(5位)

No. 区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技（種目） 出場大会等

1 中央区 中央区立月島第一幼稚園 9月6日(木) 鈴木 徹 陸上競技

シドニー、アテネ/走り高跳び(6位)
北京/走り高跳び(5位)
ロンドン/走り高跳び(4位)、4×100mリレー(4位)
リオ/走り高跳び(4位)
2017年ロンドン世界パラ陸上競技選手権大会/走り高跳び
(銅)

2 世田谷区 世田谷区立烏山小学校 9月10日(月) 信沢 用秀 ゴールボール

ゴールボール全日本男子主将
2014年仁川アジアパラ競技大会(銅)
2015年IBSAワールドゲームス(8位)
2017年スウェーデンマルモインターカップ(7位)

3 世田谷区 世田谷区立山野小学校 9月13日(木) 葭原 滋男
５人制サッカー
(ブラインドサッカー)

バルセロナ(4位)、アトランタ(銅)/陸上 走り高跳び
シドニー(金・銀)、アテネ(銀)/自転車
2010年広州アジアパラ競技大会/５人制サッカー

4 町田市 町田市立鶴間小学校 9月14日(金) 天摩 由貴 ゴールボール
ロンドン/陸上100ｍ、200ｍ
リオ/ゴールボール

5 日野市 日野市立平山中学校 9月15日(土) 京谷 和幸 車いすバスケットボール
シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオ(コーチ)/男子
車いすバスケットボール

6 足立区 足立区立古千谷小学校 9月20日(木) 信沢 用秀 ゴールボール

ゴールボール全日本男子主将
2014年仁川アジアパラ競技大会(銅)
2015年IBSAワールドゲームス(8位)
2017年スウェーデンマルモインターカップ(7位)

7 江戸川区 江戸川区立南小岩小学校 9月20日(木) 森 紀之 車いすバスケットボール アテネ、北京/男子車いすバスケットボール

8 北区 北区立滝野川もみじ小学校 9月25日(火) 京谷 和幸 車いすバスケットボール
シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオ(コーチ)/男子
車いすバスケットボール

9 都立学校 東京都立水元小合学園 9月26日(水) 岡 紀彦 卓球 シドニー、アテネ、北京/男子卓球

10 江戸川区 江戸川区立篠崎第四小学校 9月27日(木) 葭原 滋男
５人制サッカー
(ブラインドサッカー)

バルセロナ(4位)、アトランタ(銅)/陸上 走り高跳び
シドニー(金・銀)、アテネ(銀)/自転車
2010年広州アジアパラ競技大会/５人制サッカー

11 多摩市 多摩市立連光寺小学校 9月28日(金) 京谷 和幸 車いすバスケットボール
シドニー、アテネ、北京、ロンドン、リオ(コーチ)/男子
車いすバスケットボール

３ 「自分にチャレンジ」プログラム


