
総合運動場陸上競技場オープニングイベント

主催：世田谷区　　共催：（公財）世田谷区スポーツ振興財団     協力：アメリカ オリンピック・パラリンピック委員会

総合運動場陸上競技場オープニングイベント

とのとのアメリカアメリカ
交流イベント交流イベント
陸上競技選手陸上競技選手

GUESTGUEST MCMC

日時

令和元年１１月２３日 （土 ・祝）　
             １３時～１５時 （予定）
会場

世田谷区立総合運動場 陸上競技場
（世田谷区大蔵４－６－１）

内容

参加費
無料

申込期間

申込方法

区内在住 ・在学小学４年生～６年生

１００人 （抽選）

令和元年１０月２５日（金）から１１月５日（火）

①せたがやコールへ電話（TEL:03-5432-3333）
　 またはファクシミリ（FAX：03-5432-3100）
   ※受付期間外のせたがやコールへの問い合わせ・申込み連絡はご遠慮ください。

②　 電子申請可（右上のQRコードより申込み）

保護者による引率をお願いします。
当日は報道機関対応が予定されています。
当日の模様は、区のホームページ、広報物、報道機関等に掲載される可能性
がございます。ご理解・ご了承の上、お申し込みください。
抽選の結果、当選した方には、11月８日頃に案内通知を発送いたします。

定　員

対　象

その他

マイケル・ノーマン 副島 正純
そえじま   まさずみ

タチアナ・マクファデン
車いす陸上競技パラアスリート
アテネパラリンピック銅メダリスト

アメリカ陸上競技選手
400m室内世界記録保持者

アメリカ車いす陸上競技選手
パラリンピック メダル17個保持者

高平 慎士
たかひら　しんじ

富士通株式会社所属
北京オリンピック銀メダリスト

アメリカ陸上競技選手ゲストによる
ランニング教室 ・トークショーなど
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～出演者プロフィール～ 

タチアナ・マクファデン 1989/4/21 ロシア生まれ  

二分脊推症による先天性下半身不随。６歳まで孤児院で育ち、米国移住を機にスポーツを始め、車いす陸上の

スピード感に魅了される。2004 年パラリンピック アテネ大会以降４大会連続出場し、車いす陸上 7 冠を目指す。 

【種目】車いす短距離・マラソン 

【実績】2004 年 パラリンピック アテネ大会 100ｍ 銀メダル 1 個、200ｍ 銅メダル 1 個 

2008 年 パラリンピック 北京大会 200m,400m,800m 銀メダル３個、4×100ｍ 銅メダル 1 個 

2012 年 パラリンピック ロンドン大会 400m,800m,1500m 金メダル 3 個、100m 銅メダル 1 個 

2014 年 パラリンピック ソチ大会 クロスカントリースキー 銀メダル 1 個 

2016 年 パラリンピック リオデジャネイロ大会 400m,800m,1500m,5000m 金メダル 4 個、銀メダル 2 個 

４大マラソン（ボストン、ロンドン、シカゴ、ニューヨークシティ） グランドスラム ４回達成 

パラリンピック メダル 17 個、世界選手権 メダル 17 個 

マイケル・ノーマン 1997/12/3 アメリカ生まれ 

父親はアメリカ合衆国、母親は日本人。2018 年、全米大学体育協会 室内陸上競技選手権大会 400ｍにおい

て、44 秒 52 の室内世界新記録を樹立。母親の故郷である日本で開催される東京 2020 オリンピック競技大会を

目指す。 

【種目】200ｍ、400ｍ 

【実績】2018 年 400ｍ室内世界記録樹立 

2019 年 全米選手権 400ｍ 銀メダル 

2019 年 世界陸上 ドーハ大会 400ｍ 代表 

～出演者プロフィール～ 

副島 正純 （そえじま まさずみ） 1970/8/31 長崎県生まれ 

２３歳の時、家業である鉄工所の作業中、鉄板落下の事故により脊髄を損傷し車いすの生活となる。入院中に障

がい者スポーツと出会い、スポーツの楽しさに魅了され、車いすマラソンを開始。2014 年、自身も世界トップアスリ

ートとして活動しながら、一般社団法人ウェルチェアアスリートクラブ ソシオ SOEJIMA を立ち上げる。 

【種目】車いすマラソン 

【実績】2004 年 パラリンピック アテネ大会 4×400ｍリレー 銅メダル 

2007 年 世界陸上 大阪大会 車いす 1500ｍ 銀メダル  2007 年、2010 年 ベルリンマラソン 優勝 

2007 年、2011 年 ボストンマラソン 優勝  2007～2009 年、2011、2013 年 東京マラソン 優勝 

2008 年 パラリンピック 北京大会 マラソン 12 位  2011 年 ニューヨークシティマラソン 優勝 

2012 年 パラリンピック ロンドン大会 マラソン 4 位 

2015 年 ロンドンマラソン兼世界選手権 銅メダル 

2016 年 パラリンピック リオデジャネイロ大会 マラソン 11 位 

 

 高平 慎士 （たかひら しんじ） 1984/7/18 北海道生まれ 
2017年 9月をもって、現役引退。引き続き、富士通に在籍し、現在は陸上競技部一般種目コーチとしての活動を

中心に、全国各地で陸上の普及活動や講演・メディア・イベント活動を並行して行っている。 

【種目】100ｍ、200ｍ、400ｍ 

【実績】世界陸上（ヘルシンキ、大阪、ベルリン、テグ） 日本代表 ４大会出場 

2002 年 アジアジュニア選手権 200m、４×100m、4×400m 優勝 

2004 年 オリンピック アテネ大会 200ｍ、4×100ｍ 日本代表 

2007 年 世界陸上 大阪大会 ４×100m 5 位 ※当時アジア新記録樹立 

2008 年 オリンピック 北京大会 200ｍ 代表、4×100ｍ 銀メダル 

2012 年 オリンピック ロンドン大会 200ｍ、4×100ｍ 代表  

            

≪開催場所≫ 

世田谷区立総合運動場 陸上競技場 

（世田谷区大蔵 4-6-1） 

 

≪お問合せ≫ 

世田谷区スポーツ推進課 

電話：03-5432-2744 

FAX：03-5432-3080 

 


