
№ 区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技 出場大会/種目等

1 台東区 台東区立黒門小学校 6月1日(木) 大山 妙子 バスケットボール アトランタ/女子バスケットボール

2 豊島区 豊島区立長崎小学校 6月6日(火) 廣瀬 栄理子 バドミントン 北京/女子シングルス

3 千代田区 千代田区立いずみこども園 6月13日(火) 中瀬 卓也 体操 北京/男子団体(銀)

4 瑞穂町 瑞穂町立瑞穂第一小学校 6月13日(火) 原田 裕花 バスケットボール アトランタ/女子バスケットボール

5 八王子市 八王子市立城山小学校 6月13日(火) 杉本 美香 柔道 ロンドン/女子78kg超級(銀)

6 墨田区 墨田区立柳島小学校 6月14日(水) 弘山 晴美 陸上競技 シドニー/女子10,000m

7 福生市 福生市立福生第一小学校 6月14日(水) 山本 隆弘 バレーボール 北京/男子バレーボール

8 武蔵村山市 武蔵村山市立第四中学校 6月16日(金) 田口 隆 ハンドボール ソウル/男子ハンドボール

9 西東京市 西東京市立田無第一中学校 6月17日(土) 永田 克彦 レスリング
アテネ/男子グレコローマンスタイル74kg級
シドニー/男子グレコローマンスタイル69kg
級(銀)

10 江東区 江東区立第四砂町小学校 6月17日(土) 高橋 千恵美 陸上競技 シドニー/女子10,000m

11 八王子市 八王子市立第十小学校 6月19日(月) 小田島 梨絵 自転車 北京/女子マウンテンバイククロスカントリー

12 足立区 足立区立東栗原小学校 6月20日(火) 松原 良香 サッカー アトランタ/男子サッカー

13 私立学校 目黒星美学園中学高等学校 6月20日(火) 大山 加奈 バレーボール アテネ/女子バレーボール

14 世田谷区 世田谷区立祖師谷小学校 6月22日(木) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400mリレー

15 町田市 町田市立南成瀬中学校 6月22日(木) 市橋 有里 陸上競技 シドニー/女子マラソン

16 昭島市 昭島市立清泉中学校 6月23日(金) 里崎 智也 野球 北京(4位)

17 中央区 中央区立月島第三小学校 6月23日(金) 松本 弥生 水泳
ロンドン/女子自由形
リオ/女子4×400mリレー

18 私立学校 日本聾話学校 6月29日(木) 平野 早矢香 卓球 ロンドン/女子団体（銀）

№ 区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技 出場大会/種目等

1 墨田区 墨田区立曳舟小学校 6月7日(水)
鳴戸親方

（ブルガリア共和国）
相撲

平成18年1月場所　新大関
平成20年5月場所　幕内初優勝

2 三鷹市 三鷹市立第六小学校 6月15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

3 多摩市 多摩市立愛和小学校 6月19日(月)
ルーク・エヴァンス

（アメリカ）
バスケットボール Bリーグ(東京エクセレンス所属)

4 新宿区 新宿区立四谷第六小学校 6月21日(水)
ピーター・ヒューワット

（オーストラリア）
ラグビー トップリーグ(サントリーサンゴリアスコーチ)

5 荒川区 荒川区立第七中学校 6月24日(土)
ルーク・エヴァンス

（アメリカ）
バスケットボール Bリーグ(東京エクセレンス所属)

6 中野区 中野区立北原小学校 6月26日(月)
ボラ

（ブラジル）
フットサル 日本フットサルリーグ「Fリーグ」

7 大田区 大田区立開桜小学校 6月26日(月)
三渡洲 アデミール

（ブラジル）
サッカー 元Jリーグ選手
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№ 区市町村名等 学校名 日程 派遣アスリート 競技 出場大会/種目等

1 都立学校 東京都立多摩桜の丘学園 6月2日(金) 三阪 洋行 ウィルチェアラグビー
アテネ、北京、ロンドン、リオ(コーチ)
/ウィルチェアラグビー

2 中央区 中央区立月島幼稚園 6月6日(火) 葭原 滋男 ブラインドサッカー
広州2010アジアパラ競技大会/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

3 三鷹市 三鷹市立第四小学校 6月9日(金) 小宮 正江 ゴールボール アテネ(銅)、北京、ロンドン(金)、リオ

4 荒川区 荒川区立南千住第二幼稚園 6月15日(木) 廣道 純 陸上競技
シドニー/男子800m(銀)
アテネ/男子800m(銅)
北京、ロンドン/男子800m

5 東久留米市 東久留米市立大門中学校 6月16日(金) 廣道 純 陸上競技
シドニー/男子800m(銀)
アテネ/男子800m(銅)
北京、ロンドン/男子800m

6 目黒区 目黒区立烏森小学校 6月16日(金) 宮島 徹也 車椅子バスケットボール 北京、ロンドン、リオ/車椅子バスケットボール（男子）

7 江戸川区 江戸川区立新堀小学校 6月19日(月) 高橋 勇市 陸上競技
アテネ/男子マラソン(金)
北京/男子マラソン
ロンドン/男子マラソン（7位）

8 東大和市 東大和市立第十小学校 6月20日(火) 葭原 滋男 ブラインドサッカー
広州2010アジアパラ競技大会/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

9 私立学校 國學院大學久我山高等学校 6月20日(火) 京谷 和幸 車椅子バスケットボール
シドニー、アテネ、北京、ロンドン、
リオ（コーチ）/車椅子バスケットボール（男子）

10 港区 港区立白金の丘小学校 6月21日(水) 加藤 作子 水泳 シドニー/女子4×50m自由形リレー(金)

11 北区 北区立梅木小学校 6月23日(金) 高田 千明 陸上競技 リオ/100m、走り幅跳び

12 葛飾区 葛飾区立南綾瀬小学校 6月26日(月) 上村 知佳 車椅子バスケットボール
ソウル、バルセロナ、アトランタ、シドニー(銅)、
アテネ/車椅子バスケットボール（女子）

13 青梅市 青梅市立第六小学校 6月27日(火) 上村 知佳 車椅子バスケットボール
ソウル、バルセロナ、アトランタ、シドニー(銅)、
アテネ/車椅子バスケットボール（女子）

14 江東区 江東区立水神小学校 6月27日(火) 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

15 品川区 品川区立源氏前小学校 6月28日(水) 京谷 和幸 車椅子バスケットボール
シドニー、アテネ、北京、ロンドン、
リオ（コーチ）/車椅子バスケットボール（男子）

16 昭島市 昭島市立成隣小学校 6月29日(木) 宮島 徹也 車椅子バスケットボール 北京、ロンドン、リオ/車椅子バスケットボール（男子）

17 港区 港区立御成門小学校 6月29日(木) 高田 裕士 陸上競技 デフリンピック

18 日の出町 日の出町立大久野中学校 6月30日(金) 三阪 洋行 ウィルチェアラグビー
アテネ、北京、ロンドン、リオ(コーチ)
/ウィルチェアラグビー

19 町田市 町田市立つくし野小学校 6月30日(金) 官野 一彦 ウィルチェアラグビー 北京、ロンドン、リオ/ウィルチェアラグビー

（３）「自分にチャレンジ」プログラム


