◆派遣アスリート⼀覧
▇「⼀⽇校⻑先⽣」事業
川上 直⼦（かわかみ なおこ）

永⽥ 睦⼦（ながた むつこ）

◆種⽬：サッカー
◆記録：04年 アテネ五輪 ベスト8

◆種⽬：バスケットボール
◆記録：96年 アトランタ五輪 7位
04年 アテネ五輪 10位

◇派遣校：新宿区⽴江⼾川⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉13⽇（⽊）

五⼗嵐 圭（いがらし けい）

◆種⽬：バスケットボール
◆記録：04年全⽇本学⽣選⼿権⼤会 優
05年ﾕﾆﾊﾞｰｼｱｰﾄﾞ U－24代表
06年以降JBL優勝2回,準優勝2回

◆種⽬：バスケットボール
◆記録：03年より⽇本代表
09年JBL準優勝（08-09ｼｰｽﾞﾝ）
◇派遣校：杉並区⽴桃井第⼀⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉17⽇（⽉）

本⽥ 㤗⼈（ほんだ やすと）

落合 真理 （おちあい まり）

◆種⽬：サッカー
◆記録：Jリーグ優勝（96,98,00,02年）
1995〜1998年⽇本代表

◆種⽬：バレーボール
◆記録：02年,07年 Ｖリーグ 優勝
05年,07年 ⿊鷲旗 優勝
06年 全⽇本選出

◇派遣校：⾜⽴区⽴⿅浜⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉14⽇（⾦）

◇派遣校：江⼾川区⽴⼩松川⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉22⽇（⼟）

吉原 知⼦（よしはら ともこ）

⾼野 進（たかの すすむ）

◆種⽬：バレーボール
◆記録：92年 バルセロナ五輪 出場
96年 アトランタ五輪 出場
04年 アテネ五輪 出場

◆種⽬：陸上
◆記録：84年 ロサンゼルス五輪 準決勝
88年 ソウル五輪 準決勝進出
92年 バルセロナ五輪 8位⼊賞

◇派遣校：府中市⽴南⽩⽷台⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉11⽇（⽕）

◇派遣校：⼩⾦井市⽴東⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉13⽇（⽊）

信⽥ 美帆（しのだ みほ）

⾼倉 ⿇⼦（たかくら あさこ）

◆種⽬：体操
◆記録：85･87･88年 NHK杯個⼈総合優勝
87年 全⽇本体操競技選⼿権 優勝
88年 ソウル五輪 出場

◆種⽬：サッカー
◆記録： 90年 北京アジア⼤会 銀メダル
94年 広島アジア⼤会 銀メダル
96年 アトランタ五輪 出場

◇派遣校：⽇野市⽴東光寺⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉20⽇（⽊）

◇派遣校：国分寺市⽴第七⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉25⽇（⽕）

⽥中 雅美（たなか まさみ）

原⽥ 裕花（はらだ ゆか）

◆種⽬：⽔泳
◆記録：96年 アトランタ五輪 5位
00年 シドニー五輪 銅メダル
04年 アテネ五輪 4位

◆種⽬：バスケットボール
◆記録：96年 アトランタ五輪 7位

◇派遣校：国⽴市⽴国⽴第六⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉21⽇（⾦）

廣⽥ 遥（ひろた はるか）

◆種⽬：サッカー
◆記録：95年 天皇杯 優勝
98年 フランスW杯 出場

◆種⽬：トランポリン
◆記録：04年 アテネ五輪 7位⼊賞
08年 北京五輪 出場
全⽇本選⼿権10連覇

◇派遣校：武蔵村⼭市⽴第⼆⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉25⽇（⽕）

◇派遣校：⽂京区⽴根津⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉25⽇（⽕）

⽯⽥ 剛規（いしだ たかき）

◇派遣校：江東区⽴⽑利⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉25⽇（⽕）

平野 孝（ひらの たかし）

◇派遣校：東⼤和市⽴第九⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉20⽇（⽊）

◇派遣校：多摩市⽴豊ヶ丘⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉29⽇（⼟）

千葉 真⼦（ちば まさこ）

加藤 陽⼀（かとう よういち）

◆種⽬：陸上
◆記録：96年 アトランタ五輪 5位
97年,03年 世界陸上 銅メダル
01年,04年,05年 北海道ﾏﾗｿﾝ 優勝

◆種⽬：バレーボール
◆記録：02年 Ｖリーグ2位,⿊鷲杯 優勝
02〜03年ｼｰｽﾞﾝ ｲﾀﾘｱｾﾘｱＡ 優勝
08年 天皇杯・皇后杯 優勝

◇派遣校：瑞穂町⽴瑞穂第⼆⼩学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉27⽇（⽊）

◇派遣校：荒川区⽴尾久⼋幡中学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉14⽇（⾦）

中村 真⾐（なかむら まい）

佐藤 真海（さとう まみ）

◆種⽬：⽔泳
◆記録：96年 アトランタ五輪 4位
00年 シドニー五輪 銀・銅ﾒﾀﾞﾙ

◆種⽬：陸上
◆記録：04年 アテネパラリンピック 9位
08年 北京パラリンピック 6位

◇派遣校：⽴川市⽴⽴川第九中学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉27⽇（⽊）

◇派遣校：清瀬市⽴清瀬第⼆中学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉26⽇（⽔）

名良橋 晃（ならはし あきら）

古賀 稔彦（こが としひこ）

◆種⽬：サッカー
◆記録：98年 フランスW杯 出場
Ｊリーグ年間王者3回,
ナビスコ杯優勝3回,天皇杯2回

◆種⽬：柔道
◆記録：ソウル五輪 出場
92年 バルセロナ五輪 ⾦メダル
96年 アトランタ五輪 銀メダル

◇派遣校：⻄東京市⽴保⾕中学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉25⽇（⽕）

◇派遣校：東京都⽴⻘⿃特別⽀援学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉31⽇（⽉）

▇「部活動指導」事業
原⽥ 裕花（はらだ ゆか）

岩本 輝雄（いわもと てるお）

◆種⽬：バスケットボール
◆記録：96年 アトランタ五輪 7位

◆種⽬：サッカー
◆記録：94年 天皇杯 優勝
94年 ⽇本代表選出

◇派遣校：東京都⽴⽂京⾼等学校
◇派遣⽇：平成23年12⽉11⽇（⽇）
／12⽉15⽇（⽊）
／12⽉17⽇（⼟）
／12⽉18⽇（⽇）

◇派遣校：東京都⽴⾼島⾼等学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉7⽇（⾦）
／11⽉7⽇（⽉）
／11⽉9⽇（⽔）
／11⽉11⽇（⾦）

⻫藤 清（さいとう きよし）

⻑塚 京⼦（ながつか きょうこ）

◆種⽬：卓球
◆記録：88年 ソウル五輪 出場
全⽇本卓球選⼿権 優勝8回

◆種⽬：テニス
◆記録：アトランタ五輪 出場

◇派遣校：東京都⽴武蔵丘⾼等学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉30⽇（⽇）
／11⽉13⽇（⽇）
／12⽉11⽇（⽇）
／12⽉18⽇（⽇）

◇派遣校：東京都⽴⽇野⾼等学校
◇派遣⽇：平成23年10⽉22⽇（⼟）
／10⽉25⽇（⽕）
／11⽉15⽇（⽕）
／12⽉10⽇（⼟）

