
協力｜アメリカ オリンピック・パラリンピック組織委員会
アメリカオリンピック・パラリンピック組織委員会の
「Thank You, Japanサンキュー・ジャパン」
キャンペーンとのコラボレーション
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アメリカ オリンピック・パラリンピック組織委員会は、来年に東京２０２０を控え 「Thank You, Japan　サンキュー・
ジャパン」　キャンペーンを立ち上げました。来年の夏季大会の開催国となる日本の皆さんに感謝を表明するともに、オ
リンピックとパラリンピックの価値感を共有し、世界に影響を与える（広める）ためのものです。

【第2部】　アメリカ陸上競技選手との交流イベント　
出演者プロフィール
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GUEST

MC

MC

　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

　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



次　第
ミズノトラッククラブ所属選手

パラアスリート

[種目] 100m、200m     
[実績] 2012年 オリンピック ロンドン大会 200m 代表／4×100mリレー 4位
　　　2016年 オリンピック リオデジャネイロ大会 4×100mリレー 銀メダル
　　　　　　　オリンピック リオデジャネイロ大会 200m 代表
①100m/10秒08（2017/6/4　布勢スプリント2017）
　200m/20秒11（2016/6/26　日本陸上競技選手権大会）
②庭巡り　ゲーム
③9歳の時に出場した地元の競技会中にクラブチームへのお誘い、それまでは
　水泳を数年やってました。

飯塚 翔太 ※ミズノトラッククラブ キャプテン
いいづか  しょうた

[種目] 110mハードル
[実績] 2018年 ジャカルタアジア大会 110mハードル 5位
　　　2019年 世界陸上 ドーハ大会 110mハードル 代表
①13秒36　日本記録　（2018/6/24　日本選手権）
②ドライブ
③「千代田陸上スクール」で小学3年生から始め、短距離、ハードル、
    幅跳びなどやって、小学４年生からハードルに絞った。

金井 大旺
かな い    たいおう

[種目] 400mハードル
[実績] 2016年 オリンピック リオデジャネイロ大会 
　　　 400mハードル 代表
①48秒62（2016/8/15　リオデジャネイロオリンピック）
②温泉巡り
③中学生の部活動選びで選んだのがきっかけ！

野澤 啓佑
の  ざわ  けいすけ

[種目] 400mハードル
[実績] 2015年 世界陸上 北京大会 400mハードル 代表
　　　2016年 オリンピック リオデジャネイロ大会 400mハードル 代表
①49秒10（2016/5/8　ゴールデングランプリ陸上2016川崎）
②美味しいお店探し、プロ野球観戦
③中学入学時に友人からの誘いを受け、軽い気持ちで陸上部に入部。

松下 祐樹
まつした   ゆう き

[種目] 棒高跳び
[実績] 2015年 世界陸上 北京大会 棒高跳び 代表
　　　2017年 世界陸上 ロンドン大会 棒高跳び 代表
　　　2016年 オリンピック リオデジャネイロ大会 棒高跳び 代表
①5m70cm（2013/4/20　マウントサックリレー大会）
②ゲーム、絶景スポット巡り
③小学校の時、足が速かったため 　バレーボール（小学校３～６年生）

荻田 大樹
おぎ た    ひろ き

[種目] 砲丸投げ
[実績] 2015年 日本選手権 2位
　　　2018年 セイコー ゴールデングランプリ陸上 大阪 （日本記録）
①18m85　日本記録
（2018/5/20　ゴールデングランプリ陸上2018大阪）
②読書
③高校の顧問の先生に誘われて入部。中学生まで相撲をやっていた。

中村 太地
なかむら  だい ち

[種目] やり投げ
[実績] 2012年 オリンピック ロンドン大会 やり投げ代表
①84m28（2012/2/29　織田幹雄記念国際陸上）
②釣り
③兄がやっていた影響で陸上を始めました。小学生の時は野球。

ディーン元気
     　　　　     げん き

[種目] 100m、200m
[実績] 2009年 世界陸上 ベルリン大会 4×100mリレー 代表
　　　2009年 アジア選手権広州大会 4×100mリレー 代表
①100m/11秒53（2018/10/21　日本記録挑戦会)
　 200m/23秒67（2007/9/9　日本学生陸上競技個人選手権）
②ショッピング
③友達に誘われて楽しそうだったから。小学生の時はバレーボール。

和田 麻希
 わ   だ     ま   き

[種目] 100m、200m
[実績] 2012年 オリンピック ロンドン大会 4×100mリレー 代表
　　　2015年 世界陸上 北京大会 4×400mリレー 代表
①100m/11秒43（2012/4/29　織田幹雄記念国際陸上）
　 200m/23秒39（2017/6/24　日本選手権）
②愛犬の世話。料理。買い物
③中学の時にどの部活に入ろうか悩んでいると、母から「いつも走り
　回っているから陸上やってみたら」と言われたのがきっかけです。

市川 華菜
いち かわ   か   な

[種目] 車いすマラソン
[実績] パラリンピック（アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロ）
　　　4大会連続出場
　　　2004年 パラリンピック アテネ大会 4×400mリレー銅メダル
　　　／マラソン10位
　　　2007年 世界陸上 大阪大会 車いす1500m 銀メダル
　　　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
①１時間18分50秒（2011年ボストンマラソン大会優勝）
②２匹の愛犬と遊ぶこと。
③23歳時に、家業の手伝いをしていたところ事故に遭い、脊椎を損
　傷し車いす生活となる。これをきっかけに障がい者スポーツに出会
　い、車いす競技を始める。

副島 正純
そえじま   まさずみ

開会式
主催者あいさつ

来賓あいさつ

来賓紹介

アトラクション（世田谷区立山野小学校生徒による「おーい、せたがや」ダンス披露）

【第１部】
トラック＆フィールドイベント
～一流の陸上競技選手の技を“生”で観よう～
デモンストレーション／ 400ｍリレー／ワンポイント体験会／

レクリエーション／写真撮影

ミズノトラッククラブ選手９名

パラアスリート  副島 正純

世田谷アスレティクスアカデミー参加者
中学校体育連盟選出者
高等学校体育連盟選手者
日本大学陸上競技部

【第２部】
アメリカ陸上競技選手との交流イベント
トークショー／クリニック（ランニング教室・車いす陸上競技体験）／
交流リレー／写真撮影

タチアナ・マクファデン ／ マイケル・ノーマン

副島 正純 ／ 高平 慎士

世田谷区内在住・在学小学４年生～６年生　約 100名
参加者

M C

参加者

①自己ベスト記録（日付、大会名）
②趣味
③陸上を始めたきっかけ

【第１部】 トラック＆フィールドイベント ～一流の陸上競技選手の技を“生”で観よう～
出演者プロフィール

飯塚 翔太 ／ 野澤 啓佑
松下 祐樹 ／ 荻田 大樹
ディーン元気 ／ 金井 大旺
中村 太地 ／ 市川 華菜
和田 麻希


