平成26年度オリンピアン・パラリンピアン学校派遣事業
夢と未来と世界を結ぶ 一日校長先生 【派遣アスリート一覧】
千田 健太（ちだ

けんた） ＜株式会社阿部長マーメイド食品＞

＜種 目＞フェンシング
＜記 録＞北京オリンピック2008 個人 出場
ロンドンオリンピック2012 男子フルーレ団体 銀メダル
＜派遣校＞台東区立田原小学校（平成26年9月3日）
足立区立千寿桜堤中学校（平成26年10月15日）

宮下 純一（みやした

じゅんいち）

＜種 目＞競泳 背泳ぎ
＜記 録＞北京オリンピック2008 4×100mメドレーリレー銅メダル
100m背泳ぎ 8位
＜派遣校＞港区立高輪台小学校（平成26年9月4日）
狛江市立狛江第六小学校（平成26年9月10日）
葛飾区立亀青小学校（平成26年9月11日）

柴田 亜衣（しばた

あい）

松宮 隆行（まつみや

たかゆき）

まゆみ）

伊藤 華英（いとう

はなえ）

堀籠 佳宏（ほりごめ

あさこ）

こうた）

＜種 目＞バレーボール
＜記 録＞北京オリンピック2008 出場
＜派遣校＞江東区立東陽小学校（平成26年9月26日）

坂本 功貴（さかもと

こうき）

＜種 目＞体操競技
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子団体総合銀メダル
＜派遣校＞渋谷区立長谷戸小学校（平成26年9月30日）
八王子市松木小学校（平成26年10月9日）
荒川区立尾久八幡中学校（平成26年10月14日）

池田 信太郎（いけだ

しんたろう）

＜種 目＞バドミントン
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子ダブルス 出場
ロンドンオリンピック2012 混合ダブルス 出場
＜派遣校＞檜原村立檜原小学校、檜原中学校 （平成26年9月30日）

山郷 のぞみ（やまごう

のぞみ）

＜ASエルフェン埼玉＞

尾崎 好美（おざき

荒川 恵里子（あらかわ

はるか）

あつし）

＜種 目＞陸上競技 短距離、跳躍
＜記 録＞北京2008パラリンピック 100m 5位、走り幅跳び 銀メダル
ロンドン2012パラリンピック 100m、200m、走り幅跳び 出場
＜派遣校＞武蔵野市立境南小学校（平成26年10月7日）

早狩 実紀（はやかり

よしみ）

サラ・グレゴリアス（さら・ぐれごりあす）

みか）

＜種 目＞柔道
＜記 録＞ロンドンオリンピック2012 78kg超級 銀メダル
＜派遣校＞江戸川区立葛西第二中学校（平成26年10月22日）

さおり）

三科 真澄（みしな

＜種 目＞車椅子バスケットボール
＜記 録＞北京2008パラリンピック 出場
＜派遣校＞多摩市立西愛宕小学校（平成26年10月15日）

ナターシャ・ワトリー（なたーしゃ・わとりー）
＜種 目＞ソフトボール
＜記 録＞北京オリンピック2008 銀メダル
＜派遣校＞三鷹市立中原小学校（平成26年10月15日）

モニカ・アボット（もにか・あぼっと）
＜種 目＞ソフトボール
＜記 録＞北京オリンピック2008 銀メダル
＜派遣校＞三鷹市立中原小学校（平成26年10月15日）

竹澤 健介（たけざわ

けんすけ）

＜住友電気工業株式会社＞

＜種 目＞陸上競技 長距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子10000m,5000m 出場
＜派遣校＞墨田区業平小学校（平成26年10月16日）

金丸 祐三（かねまる

ゆうぞう）

＜大塚製薬＞

＜種 目＞陸上競技 短距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子400m 出場
ロンドンオリンピック2012 男子400m、男子4×400mR 出場
＜派遣校＞瑞穂町立瑞穂第五小学校（平成26年10月16日）

ますみ）

＜ASエルフェン埼玉＞

＜種 目＞サッカー
＜記 録＞ロンドンオリンピック2012 出場
＜派遣校＞北区立稲付中学校（平成26年11月13日）

堂森 佳南子（どうもり

矢野 喬子（やの

ともえ）

＜ASエルフェン埼玉＞

杉本 美香（すぎもと

＜種 目＞新体操
＜記 録＞北京オリンピック2008 団体総合10位
＜派遣校＞新島村立式根島小学校（平成26年10月23日）
神津島村立神津小学校（平成26年10月30日）
利島村立利島小中学校（平成26年11月14日）

きょうこ）

えりこ）

＜種 目＞サッカー
＜記 録＞北京オリンピック2008 4位
＜派遣校＞北区立稲付中学校（平成26年11月13日）

稲垣 早織（いながき

みのり）

＜第一生命＞

＜種 目＞陸上競技 長距離
＜記 録＞ロンドンオリンピック2012 女子マラソン出場
＜派遣校＞町田市立鶴間小学校（平成26年10月21日）

＜種 目＞陸上競技 長距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 3000m障害 出場
＜派遣校＞日の出町立大久野中学校（平成26年10月10日）

ゆうこ）

山村 宏太（やまむら

よしひろ）

廣田 遥（ひろた

添田 智恵（そえだ

＜種 目＞体操競技
＜記 録＞北京オリンピック2008 団体総合 5位入賞
ロンドンオリンピック2012 団体総合 8位入賞
＜派遣校＞文京区立第九中学校（平成26年9月20日）
八丈町立富士中学校（平成26年9月25日）
都立田無高等学校（平成26年11月5日）

＜学校法人了徳寺学園＞

＜種 目＞サッカー
＜記 録＞アテネオリンピック2004 出場
＜派遣校＞北区立稲付中学校（平成26年11月13日）

山本 隆弘（やまもと

新竹 優子（しんたけ

ひろあき）

＜種 目＞柔道
＜記 録＞北京オリンピック2008 60kg級 出場
ロンドンオリンピック2012 60kg級 銀メダル
＜派遣校＞青ヶ島村立青ヶ島小中学校（平成26年11月10日）
板橋区立桜川小学校（平成26年11月21日）

＜種 目＞陸上競技 短距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 4×400mリレー出場
＜派遣校＞あきる野市立御堂中学校（平成26年10月20日）
中野区立大和小学校（平成26年10月23日）
小平市立小平第十二小学校（平成26年10月27日）

＜種 目＞サッカー
＜記 録＞北京オリンピック2008 4位
ロンドンオリンピック2012 銀メダル
＜派遣校＞立川市立第六小学校（平成26年10月10日）
都立江東特別支援学校（平成26年10月14日）
清瀬市立芝山小学校（平成26年11月19日）

たかひろ）

平岡 拓晃（ひらおか

ゆういち）

＜種 目＞バレーボール
＜記 録＞北京オリンピック2008 出場
＜派遣校＞調布市立石原小学校（平成26年10月2日）
都立翔陽高等学校（平成26年10月9日）
都立府中けやきの森学園（平成26年11月27日）

＜種 目＞競泳 自由形・背泳ぎ
＜記 録＞北京オリンピック2008 100m背泳ぎ8位、200m背泳ぎ 出場
ロンドンオリンピック2012 200m自由形 出場
4×100mフリーリレー7位、4×200mフリーリレー8位
＜派遣校＞新宿区立新宿西戸山中学校（平成26年9月16日）
中央区立中央小学校（平成26年9月22日）

＜種 目＞バレーボール
＜記 録＞北京オリンピック2008 出場
＜派遣校＞豊島区立朝日小学校（平成26年9月19日）
青梅市立若草小学校（平成26年10月27日）

＜コナミスポーツ＞

高橋 勇市（たかはし

多治見 麻子（たじみ

山本 篤（やまもと

＜種 目＞水泳
＜記 録＞北京2008パラリンピック 出場
＜派遣校＞都立松が谷高等学校（平成26年9月10日）

まこと）

＜種 目＞体操競技
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子団体総合 銀メダル
＜派遣校＞西東京市立保谷小学校（平成26年11月10日）
品川区立小中一貫校豊葉の杜学園 (平成26年11月17日）

＜種 目＞陸上競技 長距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子10000m,5000ｍ 出場
＜派遣校＞御蔵島村立御蔵島小中学校（平成26年10月1日）

柴田 隆一（しばた

成田 真由美（なりた

沖口 誠（おきぐち

＜種 目＞陸上競技 長距離
＜記 録＞北京2008パラリンピック 男子フルマラソン（視覚障害）出場
＜派遣校＞小笠原村立母島小中学校（平成26年10月19日）
杉並区立富士見丘中学校（平成26年11月28日）

＜種 目＞トランポリン
＜記 録＞北京オリンピック2008 出場
＜派遣校＞武蔵村山市立第一中学校（平成26年10月7日）

りゅういち）

ゆか）

＜種 目＞バレーボール
＜記 録＞北京オリンピック2008 出場
＜派遣校＞東大和市立第五小学校（平成26年10月17日）
府中市立府中第六中学校（平成26年11月14日)
国分寺市立第九小学校（平成26年11月17日）

＜コニカミノルタ＞

＜種 目＞競泳 自由形
＜記 録＞北京オリンピック2008 400m自由形・800m自由形 出場
＜派遣校＞東村山市立回田小学校（平成26年9月9日）
三宅村立三宅小学校（平成26年9月11日）

＜種 目＞競泳 バタフライ
＜記 録＞北京オリンピック2008 200ｍバタフライ 出場
＜派遣校＞葛飾区立亀青小学校（平成26年9月11日）

櫻井 由香（さくらい

かなこ）

＜種 目＞車いすテニス
＜記 録＞北京2008パラリンピック 出場
＜派遣校＞千代田区立昌平小学校（平成26年11月18日）
目黒区立五本木小学校（平成26年11月28日）

齋田 悟司（さいだ

さとし）

＜種 目＞ソフトボール
＜記 録＞北京オリンピック2008 金メダル
＜派遣校＞国立市立国立第三小学校（平成26年10月24日)
練馬区立開進第四中学校（平成26年10月31日)
奥多摩町立古里小学校（平成26年11月19日）

＜種 目＞車いすテニス
＜記 録＞北京2008パラリンピック 男子ダブルス銅メダル
＜派遣校＞大島町立第一中学校（平成26年11月18日）

野村 真波（のむら

髙平 慎士（たかひら

まなみ）

しんじ）

＜富士通＞

＜種 目＞水泳
＜記 録＞北京2008パラリンピック 100m平泳ぎ
100mバタフライ 出場
ロンドン2012パラリンピック 100m平泳ぎ 出場
＜派遣校＞都立足立新田高等学校（平成26年11月5日）

＜種 目＞陸上競技 短距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子200m 出場
男子4×100mR 銅メダル
ロンドンオリンピック2012 男子200m・男子4×100R 出場
＜派遣校＞福生市立福生第三小学校（平成26年11月20日）

田中 琴乃（たなか

大儀見 優季（おおぎみ

ことの）

＜種 目＞新体操
＜記 録＞北京オリンピック2008 団体総合10位
ロンドンオリンピック2012 団体総合7位
＜派遣校＞東久留米市立下里小学校（平成26年11月6日）

尾崎 峰穂（おざき

マーラ・ヤマウチ（まーら

たかゆき）

＜種 目＞陸上競技 長距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 女子マラソン 6位
ロンドンオリンピック2012 女子マラソン出場
＜派遣校＞小金井市立小金井第三小学校（平成26年11月25日）
日野市立日野第五小学校（平成26年11月26日）

塚原 直貴（つかはら

なおき）

＜富士通＞

＜富士通＞

＜種 目＞陸上競技 短距離
＜記 録＞ロンドンオリンピック2012 男子400mH 出場
＜派遣校＞昭島市立拝島中学校（平成26年11月7日）

朝原 宣治（あさはら

やまうち）

みねほ）

＜種 目＞陸上競技 短距離、跳躍、投てき
＜記 録＞北京2008パラリンピック やり投げ 6位
＜派遣校＞羽村市立羽村第三中学校（平成26年11月6日）

岸本 鷹幸（きしもと

ゆうき）

＜種 目＞サッカー
＜記 録＞北京オリンピック2008 4位
ロンドンオリンピック2012 銀メダル
＜派遣校＞都立上水高等学校（平成26年11月20日）

のぶはる）

＜種 目＞陸上競技 短距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子100m 出場
男子4×100mR 銅メダル
＜派遣校＞都立足立特別支援学校（平成26年11月7日）

＜種 目＞陸上競技 短距離
＜記 録＞北京オリンピック2008 男子100m 出場
男子4×100mR 銅メダル
＜派遣校＞世田谷区立東深沢中学校（平成26年11月26日）
大田区立大森第四小学校（平成26年11月27日）

ディーン 元気（でぃーん

げんき）

＜ミズノ＞

＜種 目＞陸上競技 やり投げ
＜記 録＞ロンドンオリンピック2012 男子やり投げ10位
＜派遣校＞稲城市立稲城第四小学校（平成26年12月5日）

