
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 西東京市 西東京市立けやき小学校 12月1日(土) 岸本 鷹幸 陸上競技 ロンドン/男子400ｍハードル

2 杉並区 杉並区立松溪中学校 12月4日(火) 櫻井 由香 バレーボール 北京/女子バレーボール(5位)

3 府中市 府中市立新町小学校 12月6日(木) 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

4 葛飾区 葛飾区立二上小学校 12月7日(金) 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 瑞穂町 瑞穂町立瑞穂第二中学校 12月7日(金) 小磯 典子 バスケットボール
アトランタ/女子バスケットボール
アテネ/女子バスケットボール

6 多摩市 多摩市立北諏訪小学校 12月10日(月) 上田 藍 トライアスロン 北京、ロンドン、リオデジャネイロ/女子トライアスロン

7 私立学校 （私）昭和第一学園高等学校 12月11日(火) 山本 隆弘 バレーボール 北京/男子バレーボール

8 都立学校 東京都立篠崎高等学校 12月11日(火) 佐藤 隆彦 野球
北京(4位)
元プロ野球選手(Ｇ.Ｇ.佐藤)

9 都立学校 東京都立葛飾野高等学校 12月14日(金) 森岡 隆三 サッカー シドニー/男子サッカー(6位)

10 都立学校 東京都立東大和高等学校 12月14日(金) 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

11 都立学校 東京都立南平高等学校 12月17日(月) 廣瀬 栄理子 バドミントン 北京/女子シングルス

12 私立学校 （私）蒲田女子高等学校 12月17日(月) 櫻井 由香 バレーボール 北京/女子バレーボール(5位)

13 板橋区 板橋区立向原小学校 12月18日(火) 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)
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14 新宿区 新宿区立西早稲田中学校 12月18日(火) 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)

15 都立学校 東京都立調布南高等学校 12月18日(火) 上田 藍 トライアスロン 北京、ロンドン、リオデジャネイロ/女子トライアスロン

16 都立学校 東京都立本所工業高等学校 12月20日(木) 山本 隆弘 バレーボール 北京/男子バレーボール
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1 杉並区 杉並区立高井戸東小学校 12月5日(水)
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 葛飾区 葛飾区立清和小学校 12月6日(木)
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」

3 練馬区 練馬区立石神井西中学校 12月8日(土)

ネメシュ・ロー
ランド・ヤノ
シュ
(ハンガリー)

ハンドボール 元男子日本代表コーチ(世界選手権出場)
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1 狛江市 狛江市立緑野小学校 12月4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

2 都立学校 東京都立村山特別支援学校 12月4日(火) 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 羽村市 羽村市立羽村西小学校 12月5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

4 瑞穂町 瑞穂町立瑞穂第三小学校 12月5日(水) 高田 千明 陸上競技 リオ/女子100ｍ、走り幅跳び

5 葛飾区 葛飾区立白鳥小学校 12月10日(月) 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

6 杉並区 杉並区立四宮小学校 12月12日(水) 秦 由加子 トライアスロン リオ/パラトライアスロン女子

7 杉並区 杉並区立高井戸第三小学校 12月13日(木) 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

8 武蔵野市 武蔵野市立第三小学校 12月13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)
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9 国分寺市 国分寺市立第十小学校 12月14日(金) 高田 千明 陸上競技 リオ/女子100ｍ、走り幅跳び

10 都立学校 東京都立多摩桜の丘学園 12月14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

11 足立区 足立区立第十中学校 12月15日(土) 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

12 私立学校 （私）東京家政大学附属女子中学校 12月15日(土) 二條 実穂 車いすテニス リオ/女子ダブルス(4位)

13 府中市 府中市立住吉小学校 12月15日(土) 天摩 由貴 ゴールボール
ロンドン/陸上100ｍ、200ｍ
リオ/女子ゴールボール(5位)

14 練馬区 練馬区立北町小学校 12月19日(水) 安達 阿記子 ゴールボール
北京/女子ゴールボール(7位)
ロンドン/女子ゴールボール(金)
リオ/女子ゴールボール(5位)

15 都立学校 東京都立八丈高等学校 12月20日(木) 吉田 信一 卓球 リオ/男子卓球

16 西東京市 西東京市立本町小学校 12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

17 都立学校 東京都立武蔵村山高等学校 12月20日(木) 二條 実穂 車いすテニス リオ/女子ダブルス(4位)

18 江東区 江東区立深川第六中学校 12月21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

19 台東区 台東区立上野小学校 12月21日(金) 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

20 都立学校 東京都立松原高等学校 12月21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


