ご挨拶

選手を全力でサポート
当社のスポーツ支援は、2006年に車
いすバスケットボール日本代表チーム
の公式スポンサーになることからス
タートしました。その後、日本障がい者
ナーとなり2014年より本格的にスポー

全社一体となって行うスポーツへの支援

パラ・アスリートの横顔紹介
オリ・パラ選手の交流
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所属選手紹介
川内

優輝（陸上・マラソン）

13

川内

侑子（陸上・マラソン）

16

菅沼

菜々（ゴルフ）

17

す。特に、選手の活躍を直接「『観て』
『感じて』
『考える』
」ことが大切だと考え、大

小野智華子（パラ水泳・競泳）

18

会に足を運び応援することを取り組みの柱にしています。

中島

啓智（パラ水泳・競泳）

19

宮崎

哲（パラ水泳・競泳）

20

秋田

啓（車いすバスケットボール）

21

柳本あまね（車いすバスケットボール）

22

白砂

匠庸（パラ陸上）

23

加藤

耕也（パラ卓球）

24

青木

智美（水泳・競泳）

25

幌村

尚（水泳・競泳）

26

ツ振興、とりわけパラスポーツ支援を
重点的に取り組み、現在に至っていま

その中で2015年からスタートしたアスリート雇用も進展し、現在、パラアス
リート社員16名、健常者アスリート社員４名、計20名の選手が在籍し業務と競技
を両立しています（2021年８月１日現在）。もちろん、会社として選手の皆さんを
応援するために練習環境や業務を通じた能力開発などをサポートしています。
選手の皆さんは、地方自治体と連携した地域での講演会や体験会などに参加し、
皆さんは地域に育てていただいていると言えるかもしれません。
また、当社はプロアスリートとも所属契約を結んでおり、特に2019年にはプロ
ランナーの川内優輝選手と所属契約を締結し、川内選手を全力サポートすること

雇用選手

当社が行う地方創生の活動の一翼を担ってくれています。言い換えれば、選手の

に加え、地域貢献・地域活性化を目指して川内選手とともに「マラソンキャラバ
ン」を全国で展開しています。
このような取り組みを評価いただき、2015年度より東京都が制定した「東京都
スポーツ推進企業認定制度」においては、第１回から５年連続で「モデル企業」に
認定され、2020年度には唯一当社だけが「殿堂入り企業」に認定されました。大変
名誉であり光栄に思っています。
当社のスポーツ振興、とりわけ、パラスポーツ支援を通じて、地域において共
生社会への理解が深まり、社会課題の解決につながることを願ってやみません。
気を与えてくれると確信しています。そして、会社も選手を全力でサポートし、
双方向の良好な関係をますます築いていきたいと考えています。
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

代表取締役社長

引退選手

選手の頑張りや活躍が、地域のお客さま、代理店・扱者の皆さま、そして社員に元
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ご挨拶
「観て」「感じて」
「考える」

所属選手

スポーツ協会のオフィシャルパート

2021年 8 月現在

松元

卓巳（ろう者サッカー）

27

古崎倫太朗（車いすバスケットボール）

28

大滝

麻未（女子サッカー）

29

横山

亜依（女子サッカー）

29

前田

一成（パラ水泳・競泳）

30

作田

祐也（パラ水泳・競泳）

30

立川

光樹（車いすバスケットボール）

31

米津

秀樹（パラ陸上）

31

岡野

華子（パラ陸上）
  

32

海老澤京子（パラ卓球）

32

萬木

信也（パラ・ダンススポーツ）

33

小林

奈央（水泳・競泳）

34

三宅

克己（車いすバスケットボール）

34

窪野

一輝（パラ水泳・競泳）

34

石橋

元気（視覚障害者柔道）

34

編集・制作

産経新聞社 新プロジェクト本部
株式会社 産経編集センター
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「観て」
「感じて」
「考える」 全社一体となって行うスポーツへの支援

◆

始まりは 2014 年のプロジェクトチーム組成から…

国を挙げたビッグスポーツイベントの開催が決まった2013年。翌年、経営企画部内に「プロ
ジェクトチーム」が立ち上がりました。
〝企業スポーツ文化〟のない当社にあって、まったくの白
紙からのスタートでした。すでに車いすバスケットボール日本代表チームをスポンサーとして
支援した（2006年）実績があったので、この経験をベースに2014年から「日本障がい者スポー
ツ協会」へ協賛を開始。
「保険会社として何ができるか」を考えた結果、
『パラスポーツ支援を中
心としたスポーツ振興』がプロジェクトの柱に決まりました。現在では、パラスポーツの枠を超
え、広くスポーツ支援を展開しています。

「観て」
「感じて」
「考える」
全社一体となって行うスポーツへの支援
スポーツを通じた共生社会の実現を目指し、あいおいニッセイ同和損害保険
が取り組むスポーツ振興。とりわけパラスポーツについても魅力を伝え、さま
ざまな支援活動をすすめています。
その理念や活動方針、また、現在に至るまでの主な活動内容をご紹介します。
◆

理念

◆

という関係者の声を受け、プロジェクトチーム
は「社員による大会応援観戦」を取り組みの第
一歩に掲げました。社員に呼びかけると、いつ
もは寂しかったスタンドに多くの〝応援団〟が
結成されました。今では年間約20回ほどの大
会応援観戦を実施。1大会あたり平均約100人
が参加しています。

◆

「地域貢献に資する取り組みにより地域の発展に寄与」
するとともに、
「パラスポー
ツを通じた共生社会の実現」を目指します。
◆

活動方針

「全国各地での取り組みを着実に具現化し、一つひとつカタチにする」ことを
活動方針としています。
◆

スローガン ：「観て」
「感じて」
「考える」

まずは大会観戦・応援活動から

「スタンドが寂しいので応援に来てほしい」

アスリート雇用の開始

2015年から採用を開始しました。
「地域で頑張る選手」
「引退後も継続
雇用」の２つを基本方針としていま
す。国内約700カ所ある拠点網を生
かし、選手は将来のキャリアプラン
を考慮し、
〝競技と業務の両立〟で頑
張っています。

スポーツ支援の取り組みの柱である、大会応援を促すスローガンです。
◆

キャッチコピー

AD Challenge ー すべてのスポーツ支援の取り組みが「AD Challenge」プログ
ラムとして展開されています。

4

◆

パラアスリート・スカラシップの創設
次世代を担うパラアスリートを支え、若手選手の育成に貢献したいと考え、民間企業では前例

のない「パラアスリート・スカラシップ」を創設し、2017年より運用しています。

5

「観て」「感じて」
「考える」 全社一体となって行うスポーツへの支援

スポーツ振興
～社員一丸となってチャレンジするアスリートを全力サポート～
◆

代理店・扱者と共に広げる支援の輪

現在は代理店・扱者の皆さまにも大会応援や競技の
体験会に参加していただくなど、
「スポーツ支援の輪」
を広げています。お取引先企業で、当社所属のアスリー
トが講演する機会も増えています。
主要大会開催が少ない地方においては県の障がい
者スポーツ大会への支援を行っています。県大会では、
運営スタッフが少ないため、設営や運営などにボラン
ティアとして積極的に参加しています。

「観て」
「感じて」
「考える」 全社一体となって行うスポーツへの支援

当社は、共生社会の実現とともに、行動指針として掲げる「地域密着」の更なる実
現に向けて、スポーツ支援、とりわけパラスポーツ支援を実施。社員一丸となって、
チャレンジするアスリートを全国でサポートしています。

◆ スポーツを通じた共生社会の実現に向けて ◆
所属アスリートを全国に派遣
全国の自治体と連携し、当社所属アスリート23
名
（内パラアスリート16名・所属契約3名）を全国
各地に派 遣し、体 験会・講 演 等、普及啓発活 動を
行っています。また、社員によるイベントや大会の
ボランティア、体験会・パラスポーツ写真展等さま
ざまな取り組みを行っています。
（ 派遣実績：2018
年度81回・2019年度83回・2020年度39回）
北海道登別市 イベント

◆

東京都 シンポジウム

教育支援 上智大学との連携講座
2017年度よりパラスポーツ支援を契機として上智大学と連携し
た取り組みを開始し、2018年度にはパラスポーツの現状と課題を
学ぶことにより共生社会構築に何が必要かを考えることを狙いとし
た連携講座を開設、今年度で４年目を迎えます。同年、上智大学を傘
下に持つ上智学院との包括連携協定を締結しました。その後、社会
人教育課程professional studiesの協賛、2020年度には多文化共
生社会研究所を共同で設立して学術的な協働を行うなど、産学連携
の新たなステージに向けた教育支援活動を行っています。

福井県小浜市 車いすバスケットボール体験会

小・中学校での講演・体験授業
「あいおいニッセイ同和損保presentsチャレンジプログラム」として、当社アスリートが講

◆

東京都スポーツ推進制度
「殿堂入り」企業に認定！

師となり小・中学校や特別支援学校で講演・体験授業を実施しています。パラスポーツを通じた
共生社会理解教育に一役買っています。

東京都では、2015年度より従業員のスポー
ツ活動の促進に向けた取り組みやスポーツ分野
における支援を実施している企業等を「東京都
スポーツ推進企業」に認定しており、特に社会的
な影響や波及効果の大きい取り組みをしている企業等を「東京都
スポーツ推進モデル企業」として選定、表彰しています。当社は本
制度創設以来、５年連続で認定された唯一の企業となり、これに
より、東京都より『殿堂入り』の栄誉を頂戴することとなりました。
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山形県南陽市

山口県宇部市
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「観て」「感じて」
「考える」 全社一体となって行うスポーツへの支援

関連団体への協賛
・公益財団法人日本パラスポーツ協会

パラ・
アスリートの

横顔紹介

・一般社団法人日本車いすバスケットボール連盟

仕事と競技を両立させ、周囲に新しい風を届けているあいおい
ニッセイ同和損害保険のパラ・アスリートたち。支え、支えられ、
目標に向かう姿を、身近な人たちからのメッセージでご紹介します。

・一般社団法人日本パラ水泳連盟

古崎倫太朗 選手
車いすバスケットボール/福井支店
◆「スポーツ振興」取り組みの年表

でひたむきな姿で臨んでいます。また、窓口にお見えに
なったお客さまにもいち早く対応し、ご来店されたお客

2014年 ・プロジェクトチーム組成

さまからも好感を持たれています。

・(公財)日本障がい者スポーツ協会オフィシャルパートナー締結

・車いすバスケの時の古崎君の眼光は鋭く、ちょっと怖い

2015年 ・アスリート雇用を開始

・(公財)日本障がい者スポーツ協会への人材派遣を開始

イメージですが、普段の古崎君はとても優しく、穏やか
な青年です。地域の小中学校に車いすバスケの出前講座

2016年 ・リオデジャネイロパラリンピックに当社選手が出場

小野智華子（水泳／人事部）、宮崎哲（水泳／北海道支店）
・所属アスリート向け定期研修会を開始
・小・中学校向け体験授業「チャレンジプログラム」を開始
・(一社)日本身体障がい者水泳連盟オフィシャルスポンサー締結

に行くと、
「古崎ファン」になった女子生徒からファンレ
ターをもらうこともあるそうです。
・各地域のボランティア活動に福井支店メンバーの参加
率が向上しました。車いすバスケ出前講座のサポートは

2017年 ・自治体と連携したパラスポーツプログラム、講演・体験会への支援を開始

もちろん、地域のゴミ拾い活動、パラスポーツ競技会の

・パラアスリート・スカラシップ制度を創設
・上智大学ソフィア・オリンピック・パラリンピック・プロジェクトと連携

サポートなど、地域の活動に福井支店メンバーが参画す
る機会が増えました。

2018年 ・上智大学との連携講座設置

・ボランティアセミナーを全国で開催
・アジア競技大会に当社選手が出場 青木智美（水泳・競泳／経営企画部）
・アジアパラ競技大会に４選手が出場
小野智華子（水泳／人事部）、宮崎哲（水泳／北海道支店）、
中島啓智（水泳/千葉北支店）、秋田啓（車いすバスケ/中部損サ3部）
・日本身体障がい者水泳連盟とリスクコンサル契約〜危機管理マニュアル策定
・4年連続で「東京都スポーツ推進モデル企業」に認定
・2年連続でスポーツ庁「スポーツエールカンパニー」に認定

2019年 ・川内優輝選手（陸上・マラソン）と所属契約

・世界選手権日本代表に当社所属４選手が決定
青木智美（水泳／経営企画部）、中島啓智（パラ水泳／千葉北支店）、
白砂匠庸（パラ陸上／広島支店）、川内優輝（陸上）
・「川内優輝×あいおいニッセイ同和損保 マラソンキャラバン」開始
・５年連続で「東京都スポーツ推進モデル企業」に認定され制度創設以来初の「殿堂入り
企業」に認定
・３年連続でスポーツ庁「スポーツエールカンパニー」に認定

2020年 ・コロナ禍での活動として「所属アスリート応援バトンリレー」をSNS・社内報にて発信
・上智大学と共同で「多文化共生社会研究所」を設立
・国際水泳リーグ（ISL）に競泳青木智美選手が出場
・川内優輝選手がマラソンサブ20・101回でギネス世界記録を更新

2021年 ・川内優輝選手がフルマラソンの自己記録を更新（2時間7分27秒）

・東京2020パラリンピック日本代表に当社所属７選手が決定
（水泳）小野智華子・中島啓智・宮崎哲 （車いすバスケ）秋田啓・柳本あまね
（陸上）白砂匠庸 （卓球）加藤耕也

職場の上司、同僚から
・仕事に対する姿勢は、車いすバスケ同様、常に一生懸命

中島啓智 選手
お母さんから

パラ水泳/千葉北支店

・あいおいニッセイ同和損保の社員になったこと
で、自らコミュニケーションを取ろうとするよう
になりました。自分のペースではあるものの、入
社以来大きく成長したなと感じています。
・会場で多くの社員の皆さんが声援を送ってくれ
ることが本当にありがたいです。職場の理解があ
ることで、
「もっと頑張ろう」という本人のモチ
ベーションにつながっていると思います。

職場の上司、同僚から
・アスリートということもあり、集中力が高く、与えられた仕事が終わるまで、一気にやり切るタイプ。
・中島選手が来てくれたおかげで職場の雰囲気が明るくなりました。
・今までスポーツ観戦などしたことがなかったが、中島選手を応援しているうちに心身ともに鍛えられ
るスポーツの素晴らしさや、その迫力に虜になってしまった。これからの活躍も期待しています！
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松元卓巳 選手
ろう者サッカー
（デフサッカー）
/福岡支店

職場の上司、同僚から
・急な業務を頼んだときでも嫌な顔ひとつ見せたこ
とがなく、いつも「みんなの助けになる仕事をした
い」と前向きに取り組む好青年。
・飲み会になると明るいキャラクターで場を盛り上
げてくれる。時にはコスプレも披露する、はっちゃ
けキャラ！

手話教室※の参加社員から
・教え方がとても上手で、わかりやすいです。途中で
入塾してもわかるように丁寧に教えてくれます。

加藤耕也 選手
パラ卓球/神奈川損害サービス部

お父さんから
・試合の終盤に追い込まれた土壇場で、想像を超えた力
を発揮することがあります。
・職場のこと、練習のこと、試合のことなどを、自分から
話すことはありません。困ったことがあると、母親の近
くで何度もため息をついているようです。入社してか
らは、ため息の数はだいぶ減りました。

交 流

パラ水泳の小野智華子選手に〝強力助っ人〟

青木智美選手が小野選手をコーチした。

・一見クールに見えますが、実は熱いハートを持った好青年です。世界中で転戦しているにもかかわらず、
苦労話や自慢話のようなことは一切話さず、日々、精進に努めています。
・加藤さんは常にポジティブで、
「できない、しない」などマイナスの言葉を言いません。

パラアスリートによるマッサージルームを開設！

青木智美 選手
水泳・競泳/経営企画部

競泳・青木選手が、パラ水泳・小野選手をコーチ！
2021年 ６ 月23日、24日の ２ 日 間、競 泳の

・日頃は寡黙な印象ですが、質問には丁寧に詳しく教えてくれる人柄です。

パラ水泳/人事部

パラ水泳・競泳/人事部

ラ選手の
パ

が現れた！

職場の上司、同僚から

小野智華子 選手

小野智華子 選手

オリ・

※松元選手は職場で定期的に手話教室を開催しています

５月に開催された「ジャパンパラ水泳」を観
戦した青木選手が、自身の専門種目「自由形」で

やったことのない練習方法をたくさん教えてい
ただき、また、課題として挙げていたこと全て
を指導していただき感謝しています。今回の教
えを日々の練習に生かしていきたい」と飛躍を
誓う。
名指導ぶりを発揮した青木選手は「今回は小

「小野さんのタイムが１秒でも早くなれば・・・」

野さんから事前に課題をヒアリングして改善す

と指導に駆け付けた。練習ではフォームの見直

るアドバイスをするという形で進めました。私

しや苦手なターン強化などを実施。全盲の小野

自身にもよい機会となりました」。互いを尊敬

選手に対し、青木選手は言葉や実際に手を取る

し合う２人にとって大いに刺激となり、より高

などして指導した。終了後、小野選手は「普段

みへ弾みがつきそうだ。

・2019 年 2 月に、ヘルスキーパー（あん摩マッサージ
指圧師の国家資格保有者）である、視覚障がい者アス
リート社員の雇用継続支援、および障がい者雇用促進
にも資する制度として「マッサージルーム」を開設し、
好評を得て安定稼働を実現しています。
・パラ水泳の小野智華子選手の他、引退した窪野一輝
（元パラ水泳）
、石橋元気（元視覚障害者柔道）の 3 名
が社員の健康増進に一役買っています。
左から）石橋・小野・窪野
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川内 優輝
YUKI KAWAUCHI

陸上

宮崎哲 選手
パラ水泳・競泳/北海道支店

オリ・

マラソン

ラ選手の
パ

交 流

小林奈央 選手
水泳・競泳/近畿損害サービス第1部

元競泳・小林選手が、パラ水泳・宮崎選手をコーチ！
7月・8月にもプールを舞台に熱いシーンが

しながら行われた。宮崎選手は「陸上、水中練

展 開さ れ た。2021年7月8日 〜9日、8月4日

習におけるフォーミング指導はとても理解で

〜6日に、今度は４月に引退した競泳の小林奈

き、改善部分と練習方法を学びました。今後の

央 選 手が パ ラ 水 泳の宮 崎 哲 選 手の指 導に あ

練習と大会におけるポイントに活用していき

たった。

たい」と感謝。一方、事前に宮崎選手のコーチ

宮 崎 選 手の課 題、
「200ｍ 自 由 形の最 初の

にヒアリングをして当日にのぞんだ小林選手

50ｍのスピード強化」を中心にプールでの練

は「パラアスリートをサポートするのは初めて

習のほか、ジムで筋力トレーニングやストレッ

で、面白さや難しさがあり、勉強になりました。

チも行った。宮崎選手の自閉症という特性を踏

こちらが説明したことを頭で理解し身体で表

まえ、現状のルーティンを乱すことのないよう、

現しようと頑張った姿をみてうれしかったで

小林選手の動きを動画で撮影して比較し、宮崎

す」と感激。2度の合宿形式での指導が大きな

選手が目視で確認できるようにするなど、配慮

効果を生みそうだ。

かわうち・ゆうき
❶－ ❷1987.3.5 ❸175㎝・62㎏
❹東京都世田谷区 ❺学習院大
❻－❼－

日本、そして世界を駆け回る
オンリーワンのプロランナーに
努力と工夫で日本陸上界の常識を覆し〝史上最強の市民ランナー〟と称された川内が、2019 年
から、あいおいニッセイ同和損保に所属。市民ランナーでの経験を活かしつつ、
〝オンリーワン〟
のプロランナーを目指して、
「マラソンキャラバン」など、さまざまな活動に励んでいる。

「マラソンキャラバン」で地域活性化に貢献したい
川内は、マラソン大会を通じて地域と交流、貢献につなげ、各地の社会課題に取り組む全国行
脚プロジェクト「マラソンキャラバン」を通年にわたり展開している。このプロジェクトは同社所
属と同時に、会社側から提案されたもので、
「私が考えるプロランナーとは、大きな大会で結果を
出すだけでなく、生の走りを地域の方々に見てもらうこと。
『マラソンキャラバン』はオンリーワ
ンのプロランナーになるという夢の実現へ、ビビッとくるフレーズでした」と強調。
「地域活性化
の大きなムーブメントとして、私一人ではできないさまざまなことを、会社の力を借りて一緒に
日本全国で展開したい」と、
19 年 4 月
「川内の郷かえるマラソン」を皮切りに全国各地で行っている。
21年は 3 月に奈良県明日香村、５月に静岡県小山町などで開催し、盛り上がりをみせた。

「楽しく走る」で困難を克服。プロ転向を決意
春日部東高校時代の川内は相次ぐ故障に泣き、全国高校駅伝など大きな大会に出場できなかっ
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読売マラソン」に出場し、２時間 10 分 26 秒の２位
でゴール。フルマラソン２時間 20 分切りとなる記
録が、ちょうど 100 回目に達成した。これを受け、
あいおいニッセイ同和損保が、ギネスワールドレ
コーズジャパン社に世界記録更新を申請し、
「ギネ
ス世界記録ＴＭ」に認定。びわ湖毎日マラソンでの
記録も加えられフルマラソンサブ 20・101回で再認
定された。21 年３月には「ギネス世界記録認定式」

与那国島一周マラソン（沖縄県与那国島2019年10月）

と記者会見が行われ、川内は「フルマラソン２時間
20 分切りを 100 回達成するためには、長く競技を
続け、多くの大会に出場する必要があります。そし
て、何よりも健康な身体を維持しなければこの記録
フルマラソンサブ20・100回目となった「防府読売マラソン」

た。父親の急死も重なり、人生に対する考え方にも変化が出てきた中、
「環境を変えて楽しく走り

は達成できないと思います。そうした意味で、６歳
から 27 年間コツコツと走り続けてきたことがギネ

たい」と学習院大学時代に箱根駅伝に２度出場する実力をつけて、市民ランナーとして走り始めた。

ス世界記録につながったと思っています。今後、

プロを意識するきっかけは、2017 年のロンドン世界陸上だった。９位で帰国後、
「ロンドンで

150 回、200 回と自分自身が２時間 20 分を切れる

充実した日々のことが頭から離れなくなってしまった」
。そんな中、先にプロに転向した弟が、自

限り、健康な身体を維持して達成していきたい」と

己ベストを約５分も縮め、
「私も人生最後の夢を追いかけたい。いま決断しなければ一生後悔する」

決意を述べた。
自己ベスト更新、ギネス認定という２つの誇りを

と決意した。

持つ川内には、もう一つ大きな夢がある。
〝全国走破〟

自己記録更新と世界陸上のメダルを目指す

だ。
「47都道府県のうち、
38まで招待選手として走っ
た。
『マラソンキャラバン』と合わせて制覇したい」

プロランナーに転向し、掲げてきた目標は「競技力向上」と「地域貢

と話す。川内の挑戦はまだまだ終わらない。

献」
の２つ。競技力向上の具体的な内容としては、自己ベストの更新と、
２時間７分台の達成だった。その思いをついに遂げる。21年２月 28

「マラソンキャラバン」
主な取り組み内容

日に開催された「第 76 回びわ湖毎日マラソン」に出場し、２時間７分
27 秒をマーク、10 位になった。これまでフルマラソンの自己ベスト
は２時間８分 14 秒（2013 年のソウル国際マラソン）で、実に８年ぶ
りに自己記録を更新した。川内は「ようやく２時間７分台を出すこと
ができました。２時間８分台で走った時は 23 歳。あの時からずっと
『２時間７分台は出せる』
、そう信じて走り続けてきました。応援して
くれた皆さん、ありがとうございました。なかなか結果が伴わず、途

「ギネス世界記録TM認定式」

中、挫折して走れなくなったり、諦めそうになったときもありました。苦しい時に、会社の皆さ
んが支えてくれたことにとても感謝しています」と話した。
大きな実績を残した川内は、前年、別の名誉を手にした。20 年 12 月 20 日に開催された「防府
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小・中学校ランニング教室（福島県川内村2020年11月）

①川内選手出場
②キャラバンブース設置（川内選手使用
ウェア、シューズ展示など）
③あいおいニッセイ同和損保社員によ
る大会ボランティア参加
④キャラバンブースにて川内選手サイ
ン会・写真撮影会

＜プラスワン企画＞
⑤川内選手 講演会、トークショー、ち
びっこランニング教室等イベント
⑥川内選手サイン入り「マラソンキャラバ
ンオリジナルTシャツ」抽選プレゼント

「飛鳥ハーフマラソン」PRイベント
（奈良県明日香村2021年3月）

競技戦績
2021年 びわ湖毎日マラソン
（2時間07分27秒・日本歴代20位）
2020年 防府読売マラソン
青梅マラソン
※2019年 第17回世界選手権（ドーハ）マラソン
バンクーバーマラソン
2018年 ボストンマラソン
萬金石マラソン
2017年 プラハマラソン
ゴールドコーストマラソン
※
第16回世界選手権（ロンドン）マラソン
2016年 チューリッヒマラソン
福岡国際マラソン

10位
2位
8位
29位
優勝
優勝
優勝
６位
３位
９位
優勝
３位

※太字は日本代表
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NANA SUGANUMA

YUKO KAWAUCHI

菅沼 菜々

川内 侑子
■

陸上

■

マラソン

ゴルフ

かわうち・ゆうこ
❶− ❷1985.5.24
❸164㎝・47㎏ ❹岐阜県高山市

すがぬま・なな

❺三重大

❶− ❷2000.2.10 ❸158㎝・56㎏
❹東京都立川市 ❺埼玉栄高

❻ー

❻ー

❼ー

夫の優輝選手とともに、令和を駆け抜ける

❼ー

最終目標は賞金女王！ 験担ぎで好成績

小学１年のとき出場したマラソン大会で良い成績を収めたこ

アマチュア時代の高校３年のとき、2017年「日本ジュニア選

とをきっかけに、練習を開始。中学校から本格的に陸上に取り組

手権」で優勝。当時から若手有望株として注目を集めてきた。

み、都道府県対抗女子駅伝、インターハイなどに出場。大学３年の

父の影響で５歳でゴルフを始め、６歳でコースデビューした。

日本学生女子ハーフマラソン選手権で優勝し、2008年ニューカ

「スコアは140台ぐらいだったと思います。楽しかった思い出し

レドニア国際マラソンに派遣され、後の夫となる川内優輝選手と

かないです」
。小学３年より、競技生活を開始。経験を重ね、17年

ともにハーフの部で優勝した。

「日本ジュニア選手権」の優勝でプロ転向を確信。18年のプロテ

大学卒業後、実業団のデンソーに10年間所属。10年には日本

ストに一発合格した。この人生の転機となった17年「日本ジュニ

代表として世界クロスカントリー選手権に出場した。13年から

ア選手権」は別の意味でも忘れられない。優勝した際、ファンだっ

15年の全日本実業団対抗女子駅伝競走大会（クイーンズ駅伝）の

たアイドルからお祝いコメントをもらい、
「優勝したことより、う

３連覇に貢献し、
「特に３回目は開会式で選手宣誓もしたので、当
日の緊張や喜びまで、さまざまな感情が入り混じりました」と思い出深い大会になったようだ。

れしかった」と大感激した。
得意クラブはパター。ロングパットもよく決め「一番長くて30ｍぐらいあったでしょうか」。験

19年３月末でデンソーを退社し市民ランナーとなり、同年のバンクーバーマラソンで優勝す

担ぎもする。大事な試合のときはハンバーグレストラン「びっくりドンキー」を訪れ、食事をする

る。翌20年にあいおいニッセイ同和損保所属となった。
「夫が適度な目標設定をしてくれて、練習

と「大体調子がいいんです」と明かした。一方、昨年、不安症群の一種「広場恐怖症」を告白。コロナ

にも付き合ってくれることで、モチベーションが上がっています」と明かす。
「壮士凌雲」が座右の

禍の現在は「
（症状対策の）本を読んだり自宅でできることをしています」
。買い物と睡眠で気分転

銘。東京ディズニーリゾートに行くなどしてリフレッシュし、
「マラソンで２時間30分を切るこ

換し、
「最終的な目標は賞金女王になりたいです」と抱負。
「継続は力なり」をモットーに、日々練

とが目標です」。夫とともに令和の時代も駆け抜ける。

習を積み腕を磨く。
競技戦績
2021年

競技戦績
2021年
2020年
2019年
2017年
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大阪国際女子マラソン
石垣島マラソン
バンクーバーマラソン
函館ハーフマラソン

所属選手紹介

16位
優勝
優勝
優勝

2020年
2019年
2018年
2017年

CAT Ladies 2021
ヨネックスレディスゴルフトーナメント
伊藤園レディスゴルフトーナメント
アース・モンダミンカップ
中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン
日本女子プロゴルフ協会 プロテスト合格（第９０期）
日本ジュニアゴルフ選手権競技

8位タイ
3位
6位タイ
5位タイ
7位タイ
女子15歳〜17歳の部 優勝

❶障がい種別❷生年月日❸身長・体重❹出身地❺出身校❻入社年月日❼職場
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KEICHI NAKAJIMA

CHIKAKO ONO

中島 啓智

小野 智華子
■

パラ水泳・競泳

■

背泳ぎ／自由形／個人メドレー

なかじま・けいち

おの・ちかこ

❶知的障がい ❷ 1998.11.16
❸ 176㎝・65㎏ ❹兵庫県姫路市

❶視覚障がい（全盲） ❷ 1994.10.2
❸ 160㎝・52.5㎏ ❹北海道帯広市

❺中山学園高

❺筑波大学付属視覚特別支援学校
❻ 2016.4.1

パラ水泳・競泳

自由形／バタフライ／個人メドレー

❻ 2017.4.1

❼千葉北支店

❼人事部ダイバーシティ推進室

更なる高みへ！ ３大会連続出場のブラインドスイマー

仕事と競技を両立させ常に世界を見据える

874ｇの未熟児で生まれ、未熟児網膜症により全

パラ水泳の中島が、2016年リオデジャネイロ・パ

盲となった小野が東京パラリンピック水泳日本代表

ラリンピックに続き、東京パラリンピック日本代表

に決ま り、と も に8位 入 賞と い う好 成 績を残し た

選手に出場。２大会連続出場を機に、更なる進化を

2012年ロンドン、16年リオデジャネイロに続き、

遂げようとしている。

3大会連続出場を果たした。

子どものころ、病気がちだったことから体を鍛え

幼稚園の頃、障がい者の水泳教室に通った。小学

るため３歳で水泳を始めた。小学４年から本格的に

4年の頃、テレビでパラリンピックを知り、小学生な

競技を開始。17歳で出場した16年パラリンピック

がら高校生や大学生らのパラ水泳の強化合宿に特例で参加。その後も最年少で強化指定選手に選

（リオ）では200ｍ個人メドレーで自己ベストを更新し銅メダル、200ｍ自由形でも６位に入賞

ばれた。

した。
「チームの一員として参加できたことが楽しく、メダルを取ることもできて忘れられない思

08年北京パラリンピックで得意の背泳ぎが除外され、いったんは競技を諦めかけたが（背泳ぎ
は12年ロンドンで復活）、家族の支えで練習を再開。現在では18年のパンパシパラでの出会いを
機に現コーチとなった指導者のもと、
〝水泳漬け〟の生活を送る。
日々の疲れは音楽鑑賞で癒やす。国家資格の「はり・きゅう・あん摩マッサージ指圧師」を取得し、

い出です」
。その後も19年６月、日本知的障害者選手権の200ｍバタフライでは世界記録を更新
するなど、今、注目されるパラスイマーの１人として、周囲から大きな期待を寄せられている。
強いストロークとスタートダッシュが持ち味。17年４月、あいおいニッセイ同和損保に入社し
た。現在は千葉北支店の部支店スタッフとして仕事と競技を両立させている。土日や祝日も大会

職場では、ヘルスキーパーとして社員の健康増進に貢献。仕事仲間の応援やコーチへの恩返しを

や練習があり、休みはほとんどなく趣味の時間もないが、気分転換は遠征先でご当地キャラのぬ

胸に、
「自分に負けない」ことを身上に、更なる高みを目指す。

いぐるみを探すことという。競技生活を支えてくれる家族との時間も大事にしながら「練習から
課題を探って（先に）つなげたい」と常に世界を見据えている。

競技戦績
2021年
2019年
2018年
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東京2020パラリンピック
ジャパンパラ水泳競技大会
日本パラ水泳選手権大会
ジャパンパラ水泳競技大会
アジアパラ大会（インドネシア）
パンパシフィックパラ水泳（オーストラリア）

所属選手紹介

競技戦績
日本代表
100ｍ背泳ぎ 優勝、100ｍ自由形 2位
100ｍ背泳ぎ 優勝、100ｍ自由形 2位
200ｍ個人メドレー 優勝、100ｍ背泳ぎ 優勝
100m自由形 銅メダル、200m個人メドレー 銅メダル
100m背泳ぎ 優勝 100m自由形 優勝

2021年
2019年
2018年

東京2020パラリンピック
日本パラ水泳選手権大会

日本代表
100m背泳ぎ 優勝、100m自由形 2位、200m個人メドレー 3位、
100mバタフライ 3位
パラ水泳世界選手権
100mバタフライ 4位、4×100m混合リレー 6位
アジアパラ大会（インドネシア）100mバタフライ 銀メダル、100m背泳ぎ 銅メダル、200m自由形 銅メダル
パンパシフィックパラ水泳（オーストラリア） 100m背泳ぎ 優勝、200m個人メドレー 2位、100mバタフライ 2位他
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SATORU MIYAZAKI

宮崎 哲
■

パラ水泳・競泳

KEI AKITA

秋田 啓
■

自由形／バタフライ

車いすバスケットボール

みやざき・さとる

あきた・けい  

❶知的障がい ❷ 1992.8.19
❸ 180㎝・73㎏ ❹北海道札幌市

❶下肢障がい ❷ 1990.2.22
❸ 190㎝・85㎏ ❹岐阜県垂井町

❺北海道札幌高等養護学校

❺岐阜調理製菓高等専修学校

❻ 2016.3.1

❻ 2017.12.1

❼北海道支店

職場の励ましを受け世界へチャレンジ

高さで魅了！東京パラ五輪で銀に貢献

180㎝の長身に広い肩幅――この恵まれた体格

海外勢にも引けを取らない、190㎝の長身を生かした高さある

を武器に、知的障がい、自閉症、精神遅滞のハンディ

プレーを武器に、今年、東京パラリンピック日本代表となった。東

を抱える宮崎が、2016年のリオデジャネイロに続

京大会では全試合に出場し、1次リーグから計8試合でチーム2位

き、東京と２大会連続でパラリンピック競泳日本代

の97得点を挙げるなど、史上初の銀メダルに貢献した。
「40歳を過

表に出場。その勝負に熱視線が注がれた。

ぎても代表として活動できるように頑張りたい」と将来を見据える。

生後６カ月のとき、
「健康のため」に水泳を始め、

18歳のバイク事故で、車いす生活に。車いすバスケットボール

中学時代、当時通っていたスイミングクラブで障害

を題材に描いた井上雄彦氏の漫画「リアル」
（集英社）で興味を

者クラスから選手コースに進級したことをきっかけに競泳に目覚めた。転機は高校２年のとき。

持っていたこともあり、20歳の頃に車いすバスケの世界へ進ん

初の国際大会となった2009年東京アジアユースパラゲームスに出場し本格的に競技水泳挑戦を

だ。存 在 感を示し た の は、2017年の国 際 親 善 試 合「 三 菱 電 機

決意する。18年、アジアパラ大会、パンパシパラ水泳選手権では３種目で入賞するなど着実に力
をつけてきた。
勤務先の北海道支店では、郵便物関連作業などを行う。一方で「漫画が好きでオタクです（笑）
」
と明かし、
「コーチの似顔絵を書いたりします」と自身もイラストを描くという。
同僚や家族らの応援に感謝し、
「陸上やクロスカントリースキーに挑戦したい。トライアスロン

WORLD CHALLENGE CUP2017」
。持ち前の高さでリバウン
ドやシュートの技術を披露した。高さで劣る日本の救世主になり、18年には日本代表チームに定
着。
「三菱電機WORLD CHALLENGE CUP2018」優勝、アジアパラ大会で銀メダルに貢献した。
職場の岐阜サービスセンターでは、支払いの入力や担当者の補助業務などに取り組み、仕事で
も戦力に。江戸時代、米沢藩主だった上杉鷹山の和歌の一部「為せば成る

も興味があります。水泳はマスターズ大会に参加して自己ベスト更新を狙いたいです」と多面的

も」から、より自身の意識しやすいよう「成せば成る

な活躍を宣言した。

る。
「もっと巧くなりたいという向上心」を力にし、明日を切り開く。

競技戦績
2021年
2019年
2018年

20

❼岐阜サービスセンター

東京2020パラリンピック
日本知的障害者選手権水泳競技大会
INASグローバル大会（オーストラリア）

日本代表
400ｍ自由形 優勝（大会新）
200m個人メドレー  6位、200m自由形 4位、
200mバタフライ 3位
パンパシフィックパラ水泳（オーストラリア）200m自由形 8位、100mバタフライ 5位
アジアパラ大会（インドネシア）
100mバタフライ 6位

所属選手紹介

成さねば成らん

為さねば成らぬ

何事

何事も」を座右の銘とす

競技戦績
2021年
2019年

東京2020パラリンピック
アジアドリームカップ
三菱電機WORLD CHALLENGE CUP
日本選抜車いすバスケットボール選手権
全日本ブロック選抜車いすバスケットボール選手権
アジアオセアニアチャンピオンシップス

日本代表 銀メダル
日本代表 優勝
日本代表 3位
3位
東海北陸選抜 準優勝
日本代表 4位

❶障がい種別❷生年月日❸身長・体重❹出身地❺出身校❻入社年月日❼職場
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AMANE YANAGIMOTO

TAKUYA SHIRAMASA

柳本 あまね
■

白砂 匠庸

車いすバスケットボール

■

パラ陸上

やり投げ、砲丸投げ
やなぎもと・あまね

しらまさ・たくや

❶両下肢機能障がい ❷ 1998.8.4
❸ 145㎝・49㎏ ❹京都府京都市

❶左手関節離断 ❷ 1996.7.27
❸ 183㎝・96㎏ ❹広島県北広島町

❺同志社女子大

❺広島県立庄原実業高

❻ 2021.4.1

❼近畿火災新種損害サービス部

成長著しい、
〝トリリンガル〟プレーヤー

自己ベスト更新を目標に飛翔する熱血アスリート

成長著しい、車いすバスケットボールの柳本が念願の東京パ

183㎝、96㎏と恵まれた体格の白砂が、東京パラリンピックの

ラリンピック日本代表に選出され、パラリンピック初出場を決め

陸上（やり投げ）日本代表に決定。パラリンピックに初出場し、６位

た。スピードを生かしたプレーと攻めのディフェンスを武器に、

入賞を果たした。２歳のとき、機械に左手が巻き込まれる事故で

日本チーム6位入賞に貢献した。最年少ながらチームに欠かせな

手首から先を離断。だが、サッカーなどスポーツに親しみ、高校ま

い存在だ。

で健常者と競った。高校時代、陸上部の顧問の先生からの誘いで

２歳のとき、病気で両下肢機能障がいに。バスケとの出会いは

パラ陸上を始めた。パラ転向後は初出場の世界大会で、やり投げ

小学４年の頃。姉と見た洋画の主人公がバスケをしていたことか

で自己ベストを更新し３位入賞。一方、海外のトップ選手のパ

ら興味をもち、小学６年から車いすバスケを始めた。転機は16歳

ワーを目の当たりにし「彼らに追いつきたい」という一心で練習

のとき。日本代表に初選出された2014年アジアパラリンピック

に励んだ。2019年世界パラ陸上選手権大会後には、広島国際大

で独特な雰囲気に圧倒されて自分のプレーを発揮できず「その悔
しい思いが私を強くし、以来、パラリンピックでプレーをしたいと思うようになりました」と大舞
台での活躍に焦点を定めた。
トなどを担当。実は英語と韓国語を話せるトリリンガルで、気分転換は映画鑑賞やコンサート鑑
賞、野球観戦で「大の爬虫類好き」と意外な一面も。
「人間万事塞翁が馬」が座右の銘。家族や職場
での応援を力に「東京パラリンピック以降も日本代表選手として出場したい。チームでは皇后杯
10連覇、ＭＶＰなど個人賞も獲得したい」と目標に向け突き進む。

2019年

22

所属選手紹介

を行っている。魚釣りが趣味といい、
「海や川、湖に行ってリフレッシュしています」。
「職場や地域の方に応援していただいていることが原動力」という白砂。今後の目標について、
「神戸2022世界パラ陸上競技選手権大会出場！自己ベストを更新し、65ｍの記録を目指してい
きます」とキッパリ。熱いハートで日々のハードな練習を乗り越える。
競技戦績
2021年

競技戦績
東京2020パラリンピック
国際親善女子車いすバスケットボール大阪大会
皇后杯 第30回記念日本女子車いすバスケットボール選手権
アジアオセアニアチャンピオンシップス
ＭＷＣＣ

学でトレーニングサポートを受け、
「自己ベストの60ｍ63 を
マークすることができました」
。2021年6月時点で、世界ランクは1位。
普段は義手をつけずに生活しており、職場では営業社員として代理店へ訪問し原票の回収など

あいおいニッセイ同和損保には2021年入社したルーキー。職場では事故事案担当者のサポー

2021年
2020年

❻ 2017.4.1

❼広島支店

日本代表 6位入賞
日本代表
優勝、個人賞受賞
日本代表 3位、個人賞受賞
日本代表

2020年
2019年

東京2020パラリンピック
テストイベント（公認大会）
ジャパンパラ陸上競技大会
日本パラ陸上競技選手権大会
日本パラ陸上競技選手権大会
ジャパンパラ陸上競技大会
世界パラ陸上競技選手権（ドバイ）

日本代表
やり投げ
やり投げ
やり投げ
やり投げ
やり投げ
やり投げ

6位入賞
優勝
2位
2位
3位
3位
8位

❶障がい種別❷生年月日❸身長・体重❹出身地❺出身校❻入社年月日❼職場
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KOYA KATO

TOMOMI AOKI

加藤 耕也
■

青木 智美

パラ卓球

■

水泳・競泳

自由形
かとう・こうや

あおき・ともみ  

❶知的障がい ❷ 1993.2.16
❸ 172㎝・65㎏ ❹神奈川県横浜市

❶− ❷ 1994.10.25
❸ 165㎝・56㎏ ❹神奈川県大和市

❺三浦学苑高

❺法政大

❻ 2019.6.1

❼神奈川損害サービス部

❻ 2017.8.1

❼経営企画部

24年パリパラで金を目指す〝生涯卓球プレーヤー〟

前向きに挑戦！上昇気流に乗る自由形スイマー

中学時代、部活で卓球部に入り、本格的に卓球の道へ。22歳から

兄の影響で３歳で水泳の世界に飛び込み、競技生

パラ卓球に取り組んだ。

活は20年を超える。法大時代に頭角を現し、近年上

パラ卓球は11段階にクラス分けされており、知的障がいは「クラ

昇気流に乗る、さわやか笑顔が魅力のスイマーだ。

ス11」。加藤は「クラス11、知的障がいスポーツを世界に広めたい」

転機は大学２年のとき。2014年日本選手権200ｍ

という強い意志で2017、18年のFIDジャパン・チャンピオンシッ

自由形で４位に終わったことで練習への取り組みを

プ卓球大会連覇を果たすなど実績を重ねてきた。だが、18年の「パ

見直し、日本代表入りを意識するように。その後、
産経新聞社提供

ラ卓球世界選手権」で惨敗し、
「このままでは世界で勝てない」と奮

抜擢され８位入賞。18年パンパシフィック水泳選手権のリレー種目では銀、銅のメダルを獲得し

だ。初のパラリンピック出場となった。

た。19年は世界選手権で400ｍ、800ｍリレーに出場し、20年は日本選手権（25ｍ）に出場し

「卓球は一人で戦いますが、チームで頑張ることが支えになりま
す。共に強くなろうと練習し、対戦相手を尊重することも原動力になります」
職場の神奈川損害サービス部では事務サポートなどにいそしむ。音楽を聴いたり、入浴したり、

100ｍ自由形２位などをマーク。今年は、昨年延期されたジャパンオープン2020 の200ｍ自由
形で３位になるなど健闘している。
惜しくも東京五輪代表に届かなかったが、家族や職場での応援を心に刻み「今は目標を立てら

睡眠で気持ちを切り替える。21年７月時点で世界ランキングは８位。今後の飛躍に期待もかかり

れずにいますが結果で恩返しできたら。
（オリンピアンとなった）過去の栄光を思い返し、自分を

「24年のパリパラリンピックで金メダルをとることが目標」と焦点を定める一方で、
「生涯スポー

奮い立たせています」
。職場の経営企画部では、所属アスリートのホームページ更新などを担当。

ツとして卓球活動を続けたい。その生き方を周りにも認めてもらいたいし、そのために結果も残

人生のモットーを「ぶつかることを恐れたら何もできない」とし、
「今一度この言葉をかみしめ、い

さないといけない」と自らに誓い、わが道を突き進む。

ろいろと挑戦していきたい」と芯の強さをのぞかせた。

競技戦績

競技戦績
2021年
2020年
2019年

24

16年リオデジャネイロ五輪800m自由形リレーに

起。さらに努力を重ね、東京パラリンピック日本代表の座をつかん

東京2020パラリンピック
パラリンピック世界予選大会
FIDジャパン・チャンピオンシップ卓球大会
ITTF Para Table Tennisチャイナオープン
INASグローバルゲームス

所属選手紹介

日本代表
優勝
3位
男子シングルス 優勝
男子団体 優勝、ダブルス 優勝

2021年
2020年
2019年
2018年

ジャパンオープン2020
日本選手権（25m）
世界選手権
アジア大会

200ｍ自由形 3位
50ｍ自由形 3位、100ｍ自由形 2位、200ｍ自由形 3位
400ｍリレー 7位、800mリレー 8位
400ｍリレー 優勝、400ｍメドレーリレー 優勝、
100ｍ自由形 4位、400ｍミックスメドレーリレー 2位
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25

NAO HOROMURA

TAKUMI MATSUMOTO

幌村 尚
■

松元 卓巳

水泳・競泳

■ ろう者サッカー
（デフサッカー）

バタフライ
ほろむら・なお

まつもと・たくみ

❶ー ❷ 1999.1.31
❸ 170㎝・70㎏ ❹兵庫県

❶聴覚障がい（両混合性難聴）
❷ 1989.8.7 ❸ 175㎝・74㎏

❺早稲田大

❹福岡県糟屋郡

❻ 2021.4.1

❺九州共立大

❼経営企画部

❻ 2016.6.1

❼福岡支店

脚力を武器に、五輪出場を目指すルーキー

日本の守護神! ４０歳まで現役最前線誓う

2021年あいおいニッセイ同和損保に入社した。

生まれつき聴覚に障がいのある先天性高度難

早大の水泳部競泳部門のエースとして活躍。３歳の

聴だったが、近所の人に誘われ、小学３年から健

とき、母の友人の紹介で水泳を開始。持ち前の根性で

常者とともにプレーをしてきた。小学５年のとき、

練習に真摯に取り組み、鍛えられた脚力は武器だ。

近隣チームとの合併で県大会の常連になり「勝つ

2018年アジア大会の200ｍバタフライで２位にな

喜びを知ったことが、ここまでサッカーを続ける

るなど、着実に力をつけている。

ことにつながっています」と〝原点〟を明かす。高

スポーツのレベルが高いとされる兵庫・西脇工業

校時代は全国区の名門、鹿児島実高で４番手ＧＫ

高校出身。これまで数々の国内外の大会に出場し好成績をおさめてきたが、18年の日本選手権は

を務めた。プロ予備軍、鹿実での３年間は大きく「プレーでも人間としても成長できました」と

忘れられない大会に。
「自己ベストで優勝できたんです。うれしかったですね。そのとき初めてＡ

振り返った。

代表に入れました」とさわやかな笑顔を見せた。

デフサッカーとの出会いは高校２年のとき「ろう者サッカー協会」の役員に〝スカウト〟され

職場の経営企画部では、所属選手のプロフィールなどの資料作成などに従事しており、
「競技が
休みの日に勤務するようにしています」と仕事と競技の両立を図る。音楽を聴いたりゲームをし

たことがきっかけだ。
すぐに頭角を現し日本代表入りを果たす。
４年に１度開催のデフリンピッ
ク日本代表にも３度選出された。

てリフレッシュし、
「休みの日には（アクションゲームの）オンライン対戦をしています」と素顔を

勤務先の福岡支店福岡第二支社では、郵便物の仕分けや保険料の確定精算・重複契約確認な

のぞかせた。
「A PASSING POINT（通過点）」がモットーといい、
「世界選手権とオリンピック出

どを行い、業務をサポートする。温泉でリフレッシュし、初対面の人でも仲良くなれるという松

場が目標です」と熱く語る。仕事仲間ら周囲からの応援を力に変え、21年４月入社のルーキーは

元。今後の目標について聞くと「デフＷ杯ベスト４、ベストＧＫ賞獲得、デフリンピックメダル

今日も練習に励む。

獲得、デフリンピック５大会出場、40歳までは現役最前線で戦う」と次々に掲げ、
「結果で恩返
ししたい」と熱く誓った。

競技戦績
2021年
2019年
2018年
2017年

26

日本選手権
ユニバーシアード
アジア大会
ユニバーシアード

所属選手紹介

競技戦績
200ｍバタフライ
200ｍバタフライ
200ｍバタフライ
200ｍバタフライ

５位
２位
２位
優勝

2020年
2019年
2018年

デフサッカーＷ杯出場権獲得
全国ろうあ者体育大会
全日本ろう者サッカー選手権
アジア太平洋ろう者サッカー選手権

日本代表（大会延期）
準優勝、優秀選手賞
準優勝、優秀選手賞
準優勝

❶障がい種別❷生年月日❸身長・体重❹出身地❺出身校❻入社年月日❼職場
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AMI OTAKI

RINTARO FURUSAKI

大滝 麻未

古崎 倫太朗
■

■ 女子サッカー
（ジェフユナイテッド市原・千葉レディース）

車いすバスケットボール

国際派の努力家は
ママ選手として夢を追う

ふるさき・りんたろう
❶先天性による両下肢機能障がい
❷2001.5.24 ❸168㎝・61.3㎏
❹福井県

小学校入学と同時に地元の少年団でサッカーを始めた。早大卒業後の2012
年、仏１部リーグの名門、オリンピック・リヨンとプロ契約し、ＵＥＦＡ女子

❺福井工業大学附属福井高等学校

❻2020.8.1

チャンピオンズリーグ優勝に貢献。同時期、なでしこジャパンにも選出された。

❼福井支店

15年に引退を表明。１7年に現役復帰し、19年からジェフユナイテッド市原・

母や妹のサポートは競技への原動力
幼少の頃から車いす生活を送った。そんな古崎が、
激しい接触で障がい者スポーツの〝花形〟といわれ

早くピッチに戻り、いつかわが子と入場したい。女子選手が『妊娠する』選択を
©JEFUNITED

当たり前にできる環境作りに貢献したい」と今度はママ選手として夢を追う。

おおたき・あみ
❶− ❷1989.7.28 ❸173.5㎝・57㎏
❹神奈川県平塚市 ❺ FIFA master (ヨーロッパ
の大学院) ❻2019.3.1 ❼広報部

競技戦績

両足に障がいのある先天性の下肢機能障がいで、

千葉レディースで活躍中。20年7月に結婚、21年11月に出産予定で「一日も

2018年

横浜FC プレナスなでしこリーグ２部
得点王、準優勝（横浜FC）

る車いすバスケットボールと出会ったのは小学２
年のとき。
「格闘技ともいわれるぐらいのぶつかり
合いは魅力です」。ひたむきに練習に励み、その後、
2017年の男子Ｕ23世界選手権にチーム最年少の
16歳で出場する。転機は、19年の北九州チャンピオンズカップ。第２戦のオーストラリア戦で
チーム最多の10得点を挙げた。
「シュートタッチもよく、自分でも特に印象に残っている試合で
す」と周囲に存在を印象づけた。
相手をかわしゴールを決める「ドライブイン」と「アウトサイドシュート」を得意とする。翌
2020年にはＡ代表の強化指定選手に選ばれるなど、今後の成長に更なる期待がかかる。

AI YOKOYAMA

横山 亜依

■ 女子サッカー
（愛媛 FC レディース）

家族と職場の応援を
力に変え走り続ける

職場の福井支店では、主に自動車の自賠責保険の解約などを行う。趣味の釣りでリフレッシュ

愛媛ＦＣレディースでFW（フォワード）として活躍する横山。これまで、

し、金魚や鯉を飼うという魚好きの一面を持つ。母や妹のサポートが競技を行う上での原動力と

３度にわたって右膝前十字靱帯を損傷。その都度、手術・リハビリを行い、乗

いい、
「パラリンピックに出場し、親と妹に僕が活躍するところを見せたい。
それが恩返しだと思っ

り越えてきたことは大きな自信につながっている。サッカーのコーチをして

ています」。５月に20歳を迎えた古崎の挑戦は始まったばかりだ。

いた父の影響で、小学３年からサッカーを始めた。常に意見を尊重してくれ
る家族や一緒にトレーニングに励む仲間らの存在を力に変え、2021シーズ
ンは、
「ピッチ内外においてチームに貢献したい。皇后杯でＷＥリーグのチー
© 愛媛 FC

競技戦績

2017年
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北九州チャンピオンズカップ
北九州チャンピオンズカップ

国際車いすバスケットボール大会
国際車いすバスケットボール大会
個人賞：Changes
男子U23世界車いすバスケットボール選手権

所属選手紹介

優勝
3位
for the Better賞
ＡＯＺ予選会 2位

ムと対戦し、勝利したいです」と抱負を述べた。

よこやま・あい
❶− ❷1993.6.4 ❸160㎝・58㎏
❹兵庫県小野市 ❺筑波大
❻2016.4.1 ❼愛媛支店

競技戦績

2019年
2018年

2020年
2019年
2018年
2017年

プレナスなでしこリーグ１部
プレナスなでしこリーグ２部
福井国体 千葉県代表
愛媛国体 千葉県代表

10位
優勝
ベスト4
優勝
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ISSEI MAEDA

KOUKI TACHIKAWA

■ パラ水泳・競泳

■ 車いすバスケットボール

前田 一成

立川 光樹

自由形

パラ水泳やパラスポーツ
の普及にも尽力

代表復帰を目指し、
練習に全集中！

生まれつき左足に障がいがあった前田が、水泳を始めたきっかけは小学５

血管腫（血管奇形）の影響で生まれつき下半身に障がいがあった立川。中学２

年のとき。友人に誘われた夏季水泳教室だった。小学６年で25ｍを泳ぎ切っ

年のとき、学校を訪れた現所属チームから誘われ、車いすバスケの世界へ。幼少

たのが転機となり、中学校は水泳部へ。中学２年でパラ競泳を勧められ、初出

期から入退院を繰り返す中で、車いすを上手に操るようになり、競技を始めて

場した県大会で優勝。高校では2016年ジャパンパラ水泳100m、400m自由

まもなくチームの中心選手になった。高い得点力が持ち味。2016年全国障害

形で優勝した。17年の同大会50mでは日本新記録を出した。今後の活躍にも

者スポーツ大会で長崎県代表として日本一に。17年には日本車いすバスケット

自然と期待がかかり「22年のアジアパラ大会代表入りが目標。また、パラ水泳

ボール連盟の強化指定選手に選出され日本代表として活躍した。現在は代表復

やパラスポーツの普及にも力を入れていきたい」と力強く語った。
2021年 ジャパンパラ水泳 50m自由形 2位、
100m自由形 3位
日本パラ水泳選手権 50m自由形 優勝、
100m自由形 2位

YUYA SAKUDA

HIDEKI YONETSU

■ パラ水泳・競泳

■ パラ陸上

作田 祐也

バタフライ／平泳ぎ

北九州チャンピオンズカップ
優勝
全国障害者スポーツ大会（岩手） 優勝

やり投げ／ジャベリックスロー

生涯現役を目指し邁進する
パラアスリート

左手首から先がない先天性左手欠損で脳梗塞の影響から右半身まひ状態

中学時代、硬式野球のボーイズリーグで強肩外野手として鳴らしたが、

で生まれた作田は、リハビリのため１歳半から水泳を開始。小学３年のとき本

2012年７月、転落事故により胸椎脱臼骨折、胸髄損傷、胸椎圧迫骨折の大け

格的に競技を始めた。2013年アジアユースパラ競技大会に日本代表として

がを負う。療養中の14年に孫（当時小学１年）とのキャッチボールで「投げら

初出場し優勝。これが自信となり、高校、大学時代に頭角を現す。19年ジャパ

れること」を確信。上肢・下肢に機能障がいが残るなか、投てき種目の世界へ。

ンパラ水泳100ｍ平泳ぎで優勝するなど力をつけている。熊本県出身。16年

15年全国障害者スポーツ大会のソフトボール投優勝、18年の同大会では

の熊本地震での経験から地元への思いは強く、
「2022年アジアパラ大会と

ジャベリックスロー、砲丸投で優勝するなど、力を伸ばす。23年「世界身体障

24年パリパラリンピック出場が目標」と恩返しをするべく突き進む。
2021年 日本パラ水泳選手権
2019年 ジャパンパラ水泳

50ｍバタフライ 優勝
100ｍ平泳ぎ 優勝
100ｍ平泳ぎ 優勝
200ｍ個人メドレー 2位

害者野球大会」
優勝などを目標に
「挑戦し続ける！」
と宣誓。
生涯現役を目指す。
よねつ・ひでき
❶上肢下肢機能障がい ❷1964.7.30
❸178㎝・65㎏ ❹香川県高松市
❺高松中央高 ❻2016.8.1 ❼高松支店

競技戦績

競技戦績

さくだ・ゆうや
❶先天性左手欠損、右半身まひ ❷1997.8.1
❸173㎝・65㎏ ❹熊本県天草市
❺熊本学園大 ❻2020.4.1 ❼熊本支店
所属選手紹介

2017年
2016年

米津 秀樹

地元・熊本へ恩返しを誓う
パラスイマー
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帰を目指し「皆に認められる日本一のシューターになる」と日々練習に励む。
たちかわ・こうき
❶下肢障がい ❷1992.4.17 ❸158㎝・70㎏
❹長崎県諫早市 ❺長崎県立諫早高
❻2017.8.1 ❼長崎サービスセンター

競技戦績

競技戦績

まえだ・いっせい
❶左下肢機能障がい
（先天性腓骨欠損）
❷1998.6.25 ❸163㎝・57㎏ ❹宮崎県宮崎市
❺宮崎県立宮崎農高 ❻2017.4.1 ❼宮崎支店

2021年 ジャパンパラ陸上
2019年 ジャパンパラ陸上
日本パラ陸上選手権
2018年 全国障害者スポーツ大会

やり投げ 優勝
やり投げ 優勝
やり投げ 2位
ジャベリックスロー 優勝

❶障がい種別❷生年月日❸身長・体重❹出身地❺出身校❻入社年月日❼職場
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KAKO OKANO

SHINYA MANGI

■ パラ陸上

■ パラ・ダンススポーツ
（車いすダンス）

岡野 華子

萬木 信也

800m ／ 1500m

家族らの応援を胸に
24年パリパラ出場目指す
幼少の頃は水泳を、小中学校ではサッカーに興じるなど、もともと運動好き

もともと車いすテニスをしていたが、筋ジストロフィーによる進行性の筋

という岡野。高校で俊足を生かそうと陸上部に入ったのがパラ陸上との出会

肉の難病を抱えていたため、2013年にパラ・ダンススポーツに転向。翌14年

いだった。2019年に強化指定選手に選出され、同年の世界パラ陸上競技ジュ

のスーパージャパンカップで３位に。19年まで「日本車いすダンススポーツ

ニア選手権日本代表のメンバーに。知的障がいクラス（T20）の1500ｍに出

連盟」の創設者に師事を仰いだことが転機になり、手足の長さを活かした表現

場し２位をマークするなど、今後の活躍に期待がかかる。家族や友人の応援を

力は武器に。ワルツやルンバが得意。
「11月開催の新団体（日本パラダンスス

励みに、1500ｍを中心に練習に取り組む。
「世界ランキングで上位を目指し、

ポ ーツ 協 会 ）によ る韓 国 大 会（IPC公 認 競 技 会 Ulsan 2021 World Para

次のパラリンピック代表に選ばれるように頑張ります」と飛躍を誓った。

Dance Sport Championships）で上位入賞を狙いたい」と燃えている。

2019年 世界パラ陸上競技ジュニア選手権 1500ｍ ２位
関東パラ陸上競技選手権大会
1500ｍ ３位
2018年 全国障害者スポーツ大会（福井） 1500ｍ 優勝
  800ｍ 優勝

KYOKO EBISAWA

海老澤 京子

■ パラ卓球

世界大会へ向け、気合十分
中学時代、部活で卓球に出会った。軽度の知的障がいを有しながら練習に
取り組み、中学卒業後、いったんは卓球から離れたものの、社会人になり、再
挑戦を決意。2013年FIDジャパン・チャンピオンリーグでベスト８に入り。
18年の同大会では、フレンドシップリーグで優勝した。今後の目標について、
「『22年スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・広島』で良い
成績をとり、
『23年スペシャルオリンピックス夏季世界大会・ベルリン』に出
場できるように頑張りたい」と気合を入れた。

所属選手紹介

競技戦績

えびさわ・きょうこ
❶知的障がい ❷1980.1.10 ❸155㎝・55㎏
❹埼玉県三郷市 ❺竹下文化服装専門学校
❻1999.1.1 ❼人事部（MS&ADビジネスサポート物販事業部)

2018年 FIDジャパン・チャンピオンリーグ 優勝
全国障害者スポーツ大会（福井） 優勝
2016年 全国障害者スポーツ大会（岩手） 優勝

❶障がい種別❷生年月日❸身長・体重❹出身地❺出身校❻入社年月日❼職場

まんぎ・しんや
❶体幹機能障がい・両下肢機能障がい ❷1977.5.20
❸169㎝・58㎏ ❹埼玉県八潮市 ❺埼玉県立吉川高
❻2005.12.1 ❼埼玉損害サービス部

競技戦績

競技戦績

おかの・かこ
❶知的障がい ❷2000.2.10 ❸154㎝・46㎏
❹埼玉県 ❺埼玉県立特別支援学校さいたま桜
高等学園 ❻2018.4.1 ❼埼玉支店
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新団体の韓国大会で
上位入賞を狙う

2019年 群馬高崎大会
デュオスタイル 2位、フリースタイル 優勝
2017年 ベルギー世界大会
デュオスタイル 6位、シングルスタイル 8位

引退選手

NAO KOBAYASHI

小林 奈央

■ 水泳・競泳

バタフライ

こばやし・なお
❶− ❷1993.10.27 ❸170㎝・62㎏ ❹大阪府堺市
❺大阪教育大 ❻2017.4.1 ❼近畿損害サービス第1部

競技戦績

KATSUMI MIYAKE

三宅 克己

2021年
2020年
2018年

日本選手権
日本社会人選手権
世界選手権（短水路）
日本選手権

100mバタフライ
100mバタフライ
200mバタフライ
200mバタフライ

6位
優勝
8位
4位

■ 車いす

バスケットボール

みやけ・かつみ
❶下肢障がい ❷1971.2.4 ❸178㎝・69㎏ ❹愛知県瀬戸市 ❺愛知県立
瀬戸西高 ❻2017.4.1 ❼名古屋人事総務部
競技戦績

2004年
2000年
1996年

パラリンピック（アテネ）
パラリンピック（シドニー）
パラリンピック（アトランタ）

日本代表
日本代表
日本代表

HITOKI KUBONO

窪野 一輝

■ パラ水泳・競泳

自由形／バタフライ

くぼの・ひとき
❶視覚障がい ❷1991.10.14 ❸169㎝・68㎏ ❹静岡県袋井市
❺筑波大学付属視覚特別支援学校 ❻2017.4.1 ❼人事部
競技戦績

GENKI ISHIBASHI

石橋 元気

2018年
2010年
2009年

日本身体障がい者水泳選手権 50m自由形 2位
アジアパラ大会（広州）
50m自由形 9位
アジアパラユース
100mバタフライ 優勝

■ 視覚障害者柔道

いしばし・げんき
❶視覚障がい ❷1996.3.26 ❸170㎝・73㎏ ❹福岡県春日市
❺福岡県立福岡高等視覚特別支援学校 ❻2017.4.1 ❼人事部
競技戦績
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2019年
2018年

所属選手紹介

IBSAワールドゲームス
全日本視覚障害者柔道大会
東京国際視覚障害者柔道選手権

73㎏級 日本代表
73㎏級 2位
73㎏級 3位
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