
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 国立市 国立市立国立第一小学校 6月2日(土) 塚原 直貴 陸上競技 北京/男子100ｍ、男子4×100ｍリレー(銅)

2 八王子市 八王子市立清水小学校 6月4日(月) 里崎 智也 野球 北京(4位)

3 千代田区 千代田区立番町幼稚園 6月5日(火) 谷本 歩実 柔道 アテネ/女子63kg級(金)、北京/女子63kg級(金)

4 足立区 足立区立栗原小学校 6月6日(水) 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)

5 江戸川区 江戸川区立鹿骨東小学校 6月6日(水) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

6 練馬区 練馬区立春日小学校 6月7日(木) 中瀬 卓也 体操(体操競技) 北京/男子団体(銀)

7 江戸川区 江戸川区立第六葛西小学校 6月8日(金) 鹿島 丈博 体操(体操競技)
アテネ/男子団体総合(金)、男子種目別あん馬(銅)、
北京/男子団体(銀)

8 豊島区 豊島区立仰高小学校 6月11日(月) 堀籠 佳宏 陸上競技 北京/男子4×400ｍリレー

9 港区 港区立赤羽小学校 6月19日(火) 塚原 直貴 陸上競技 北京/男子100ｍ、男子4×100ｍリレー(銅)

10 三鷹市 三鷹市立第一小学校 6月20日(水) 合谷 和弘 ラグビーフットボール リオ/男子ラグビーフットボール(4位)

11 目黒区 目黒区立下目黒小学校 6月20日(水) 畠山 愛理 体操(新体操)
ロンドン/女子団体(7位)
リオ/女子団体(8位)

12 北区 北区立王子小学校 6月25日(月) 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

13 板橋区 板橋区立成増ヶ丘小学校 6月26日(火) 塚原 直貴 陸上競技 北京/男子100ｍ、男子4×100ｍリレー(銅)

14 町田市 町田市立南大谷小学校 6月26日(火) 谷本 歩実 柔道 アテネ/女子63kg級(金)、北京/女子63kg級(金)

15 私立学校 （私）光塩女子学院初等科 6月29日(金) 杉本 美香 柔道 ロンドン/女子78kg超級(銀)

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 都立学校 東京都立城南特別支援学校 6月1日(金)
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 西東京市 西東京市立谷戸第二小学校 6月14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
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1 板橋区 板橋区立志村第六小学校 6月4日(月) 高田 千明 陸上競技 リオ/女子100ｍ、走り幅跳び

2 北区 北区立滝野川第四小学校 6月11日(月) 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

3 日野市 日野市立日野第五小学校 6月14日(木) 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

4 福生市 福生市立福生第五小学校 6月15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

5 あきる野市 あきる野市立前田小学校 6月18日(月) 葭原 滋男
５人制サッカー
(ブラインドサッカー)

広州2010アジアパラ競技大会/５人制サッカー
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

6 江東区 江東区立第二亀戸小学校 6月18日(月) 土子 大輔 車いすバスケットボール リオ/男子車いすバスケットボール

7 三宅村 三宅村立三宅小学校 6月19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

8 港区 港区立高輪台小学校 6月20日(水) 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

9 中野区 中野区立上鷺宮小学校 6月21日(木) 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

10 日野市 日野市立日野第二中学校 6月22日(金) 岡 紀彦 卓球 シドニー、アテネ、北京/男子卓球

11 町田市 町田市立南成瀬中学校 6月22日(金) 杉野 明子 バドミントン

仁川2014アジアパラ競技大会/女子ダブルス(銅)、女
子シングルス(ベスト8)
ペルー　パラバドミントンインターナショナル/女子
シングルス(優勝)、女子ダブルス(優勝)、ミックスダ
ブルス(3位)

12 荒川区 荒川区立第三瑞光小学校 6月27日(水) 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

13 私立学校 （私）十文字中学高等学校 6月27日(水) 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

14 豊島区 豊島区立清和小学校 6月27日(水) 三宅 克己 車いすバスケットボール
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

15 東大和市 東大和市立第八小学校 6月28日(木) 村山　浩 バドミントン
ペルー　パラバドミントンインターナショナル/男子
ダブルス(優勝)、男子シングルス(準優勝)、ミックス
ダブルス(3位)

16 江東区 江東区立大島南央小学校 6月29日(金) 三阪 洋行 ウィルチェアーラグビー
アテネ、北京、ロンドン、リオ(コーチ)/ウィルチェ
アーラグビー

17 港区 港区立赤坂小学校 6月29日(金) 成田 真由美 水泳
アトランタ(金2個)、シドニー(金6個)、アテネ(金7
個)、リオ

３ 「自分にチャレンジ」プログラム
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