
No.区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技 出場大会等

1 町田市 町田市立図師小学校 9月3日(火) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

3 武蔵野市 武蔵野市立第四小学校 9月4日(水) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

4 江東区 江東区立元加賀幼稚園 9月7日(土) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

5 中央区 中央区立月島第一小学校 9月7日(土) 尾川 とも子 スポーツクライミング
2003年Asian X-games(優勝)
2006年Asian X-games(優勝)

6 港区 港区立赤羽幼稚園 9月11日(水) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

7 江戸川区 江戸川区立西一之江小学校 9月12日(木) 川崎　衣美子 空手 全日本空手道剛柔会全国大会女子型の部3連覇

8 私立 藤村女子中学高等学校 9月12日(木) 櫻井 由香 バレーボール 北京/女子バレーボール

9 北区 北区立浮間小学校 9月13日(金) 大山 妙子 バスケットボール アトランタ(7位)、アテネ/女子バスケットボール

10 小平市 小平市立小平第六中学校 9月14日(土) 永島 英明 ハンドボール
2005年世界男子ハンドボール選手権（チュニジア）
2011年世界男子ハンドボール選手権（スウェーデン）

11 台東区 台東区立石浜橋場こども園 9月17日(火) 石川 直宏 サッカー アテネ/男子サッカー

12 八王子市 八王子市立横川小学校 9月19日(木) 永島 英明 ハンドボール
2005年世界男子ハンドボール選手権（チュニジア）
2011年世界男子ハンドボール選手権（スウェーデン）

13 荒川区 荒川区立第二峡田小学校 9月20日(金) 永島 英明 ハンドボール
2005年世界男子ハンドボール選手権（チュニジア）
2011年世界男子ハンドボール選手権（スウェーデン）

14 大田区 大田区立徳持小学校 9月20日(金) 尾川 とも子 スポーツクライミング
2003年Asian X-games(優勝)
2006年Asian X-games(優勝)

15 港区 港区立麻布小学校 9月24日(火) 髙平　慎士 陸上競技 北京、ロンドン/男子4×100リレー(銀)

16 江東区 江東区立小名木川小学校 9月25日(水) 髙平　慎士 陸上競技 北京、ロンドン/男子4×100リレー(銀)

17 中央区 中央区立明正小学校 9月26日(木) 中瀬 卓也 体操(体操競技) 北京/男子種目別鉄棒(5位)、男子団体(銀)

18 目黒区 目黒区立中目黒小学校 9月26日(木) 大山 妙子 バスケットボール アトランタ(7位)、アテネ/女子バスケットボール

19 江戸川区 江戸川区立下小岩第二小学校 9月27日(金) 藤沼 亜衣 卓球
シドニー/女子ダブルス
アテネ/女子シングルス、女子ダブルス(5位)

20 練馬区 練馬区立光が丘むらさき幼稚園 9月27日(金) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

水泳(競泳)

北京/女子4×100ｍリレー、女子200ｍ自由形、女子4×
200ｍリレー(7位)、女子4×100ｍメドレーリレー(6位)
ロンドン/女子4×100ｍリレー(7位)、女子4×200ｍリ
レー(8位)、女子4×100ｍメドレーリレー(銅)
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１ 「YOKOSO」プログラム

2 日野市 日野市立第四幼稚園 9月4日(水) 上田 春佳
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No.区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技 出場大会等

1 調布市 調布市立染地小学校 9月11日(水)
シャーフセイ
ン・シャー

柔道 リオ/男子100kg級

2 江東区 江東区立南陽小学校 9月13日(金)
ヨーコ・ゼッ
ターランド

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

3 北区 北区立袋小学校 9月17日(火)
シャーフセイ
ン・シャー

柔道 リオ/男子100kg級

4 狛江市 狛江市立狛江第三小学校 9月18日(水)
ヨーコ・ゼッ
ターランド

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

5 足立区 足立区立東渕江小学校 9月18日(水)
ネメシュ・
ローランド・
ヤノシュ

ハンドボール 元男子日本代表コーチ

6 足立区 足立区立千寿双葉小学校 9月24日(火)
サイラス・
ジュイ

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)

7 あきる野市 あきる野市立一の谷小学校 9月26日(木)
ヨーコ・ゼッ
ターランド

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

No.区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技 出場大会等

1 私立 菅生学園初等学校 9月4日(水) 加藤 健人
5人制サッカー
(ブラインドサッカー)

ブラインドサッカー日本代表
2014年仁川アジアパラ競技大会（銀）
IBSA視覚障害者サッカーアジア選手権大会出場

2 墨田区 墨田区立桜堤中学校 9月7日(土) 信沢 用秀 ゴールボール
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 中野区 中野区立南台小学校 9月14日(土) 三阪 洋行 車いすラグビー
アテネ(8位)、北京(7位)、ロンドン(4位)、リオ(コー
チ)(銅)

4 八王子市 八王子市立第二小学校 9月17日(火) 高田 千明 陸上競技 リオ/女子100m、走り幅跳び

5 荒川区 荒川区立第三瑞光小学校 9月19日(木) 高田 千明 陸上競技 リオ/女子100m、走り幅跳び

6 調布市 調布市立飛田給小学校 9月19日(木) 吉田 信一 卓球 リオ/卓球

7 葛飾区 葛飾区立中之台小学校 9月20日(金) 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 江戸川区 江戸川区立二之江第三小学校 9月26日(木) 神保　康広 車いすバスケットボール
バルセロナ、アトランタ、シドニー、アテネ/男子車いす
バスケットボール

9 西東京市 西東京市立田無第二中学校 9月27日(金) 神保　康広 車いすバスケットボール
バルセロナ、アトランタ、シドニー、アテネ/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

２ 「Welcome」プログラム


