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東京パラリンピックが延期となり、日本代表選手の皆さん

は心のスタミナを試される１年になりました。がんばる選手

を支えてくれる家族や仲間、企業、そして連盟の活動を支援

頂いている皆さまに、改めて感謝を申し上げます。どうもあ

りがとうございます。 

 東京パラリンピックでは、選手の皆さんがベストを尽くし

て、自分に満足のいく結果が残せますようにと願っています。

その姿が、応援する人や観戦を楽しむ人たちに、自然と多様

性の素晴らしさを感じさせてくれるでしょう。そして、未来

のパラリンピック選手を誕生させたり、多くの人の運動習慣にもつながっていった

りするのだと思います。 

９月２５日、２６日に金沢市で開催が予定されていた「日本ＩＤ陸上競技選手大

会」はコロナウィルス感染拡大を受けて延期となりました。でもコロナ禍が与えた試

練は、より私たちを団結させて強くしてくれると思います。これからも心を一つに、

困難も一つ一つ丁寧に乗り越えていきましょう。笑顔でね。 

また皆さんと現場でお会いする日を、楽しみにしています。 

特定非営利活動法人日本知的障がい者陸上競技連盟 

会長 増田明美 

 

当連盟中長期計画より 

 

 



赤井 大樹 男子1500m 岩田 悠希 男子1500m

□十川ゴム（奈良） □One's Para Athlete Club（千葉）

□1999年3月12日(22歳) □1998年9月12日(22歳）

□2019世界パラ1500ｍ7位入賞 □2017アジアユースパラ陸上出場

□1500ｍアジア記録保持者 □3000m~10000m日本記録保持者

□1500ｍ日本記録保持者 □10000m世界記録保持者

□2019ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾑｽ1500m第３位

十川 裕次   男子1500m 小久保 寛太 男子走幅跳

□社会福祉法人幸福会ソレイユ（大分） □社会福祉法人かつみ会（埼玉）

□1996年9月20日生(24歳) □1999年6月1日生(22歳）

□2019ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾑｽ1500m４位入賞 □2019世界パラ走幅跳8位入賞

□100m,走幅跳日本記録保持者

□2019ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾑｽ走幅跳第３位

外山 愛美  女子400m 古屋 杏樹  女子1500m

□宮崎銀行（宮崎） □彩tama陸上クラブ（埼玉）

□1998年4年16日(23歳) □1995年6月14日(26歳)

□2019世界パラ400ｍ8位入賞 □2019世界パラ1500ｍ6位入賞

□200ｍ,400ｍ日本記録保持者 □800ｍ,1500mアジア記録保持者

□2019ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾑｽ400m第２位 □800ｍ,1500ｍ,3000m日本記録保持者

蒔田 沙弥香  女子1500m 山本 萌恵子  女子1500m

□特定非営利活動法人パルク（愛知） □光ヶ丘女子高校職員（愛知）

□1985年7月29日生(36歳) □1998年1月27日生(23歳)

□2019世界パラ1500ｍ7位入賞 □リオパラリンピック入賞

□ロンドン・リオパラリンピック入賞 □2019ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾑｽ1500m第２位

□2019ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｹﾞｰﾑｽ1500m第１位

□5000m日本記録保持者

種 目 日 程

女子400m予選 8月30日（月）20:15～

女子400m決勝 8月31日（火）20:38～

男子1500m決勝 9月3日（金）10:13～

女子1500m決勝 9月3日（金）10:26～

男子走幅跳決勝 9月4日（土） 19:00～ 小久保寛太選手

出場選手

赤井大樹選手、岩田悠希選手、十川裕次選手

東京2020パラリンピック代表選手（T20)

競技スケジュール（T20)

外山愛美選手

古屋杏樹選手、蒔田沙弥香選手、山本萌恵子選手



−今年度の主催大会の予定− 
・第 26 回日本 ID 陸上競技選手権大会（WPA 公認）延期 

  ・10 月 24 日 ダウン症アスリート陸上競技記録会 ＠宮崎県宮崎市 

・11 月 28 日 日本 ID フルマラソン選手権大会 ＠山梨県富士河口湖町 

  ・1 月 16 日  日本 ID ハーフマラソン選手権大会 ＠東京都新宿区 

2020年度に誕生した世界記録、アジア記録、日本記録 
 

世界記録（Virtus：国際知的障害者スポーツ連盟）・日本記録 
・男子10000m：29分35秒21 岩田悠希（千葉・one's Para Athlete Club） 

第200回松戸市陸上競技記録会（千葉・松戸運動公園陸上競技場）2020年12月20日 

・男子マラソン：2時間20分07秒 森田和裕（埼玉・埼玉滑川走友会） 
第76回びわ湖毎日マラソン大会（滋賀県）2021年2月28日 

 

アジア記録（WPA：World Para Athletics） 
・男子1500m：3分56秒24 赤井大樹（奈良・十川ゴム） 

第31回日本パラ陸上競技選手権大会（埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）2020年9月6日 

・女子1500m：4分36秒56 古屋杏樹（埼玉・彩tama陸上クラブ） 
第31回日本パラ陸上競技選手権大会（埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）2020年9月6日 

 

日本記録 
・男子400m：50秒29 岸田悠弥(千葉・Diversity A.C.千葉) 

第25回関東パラ陸上競技選手権大会（国士舘大学陸上競技場）2020年11月8日 

・男子3000m：8分32秒37 岩田悠希（千葉・one's Para Athlete Club） 
第200回松戸市陸上競技記録会（千葉・松戸運動公園陸上競技場）2020年12月19日 

・男子5000m：14分32秒82 岩田悠希（千葉・one's Para Athlete Club） 
第282回日本体育大学長距離競技会（神奈川・日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場） 2020年12月6日 

・男子110mH：19秒81（-0.5） 眞次駿英(千葉・Diversity A.C.千葉) 
第52回千葉県クラブ対抗陸上競技大会（千葉・千葉県総合スポーツセンター陸上競技場）2020年10月24日 

・男子走幅跳：6m88cm（+0.4） 小久保寛太（埼玉・社会福祉法人かつみ会） 
第25回関東パラ陸上競技選手権大会（国士舘大学陸上競技場）2020年11月7日 

・男子砲丸投：11m58cm  斎藤太一（千葉・エスプール） 
第199回松戸市陸上競技記録会（千葉・松戸運動公園陸上競技場）2020年11月16日 

 

 2021年 8月までに誕生した世界記録、アジア記録、日本記録 
 

世界記録（Virtus：国際知的障害者スポーツ連盟） 
・女子3000m：9分50秒25 古屋杏樹（埼玉・彩tama） 

第88回平成国際大学陸上競技会（鴻巣市立陸上競技場）2021.06.05 

 

アジア記録（WPA：World Para Athletics） 
・男子1500m：3分53秒35 赤井大樹（奈良・十川ゴム） 

WPA公認2021ジャパンパラ陸上競技大会(香川・屋島レクザムフィールド）2021年4月24日 

・女子800m：2分18秒49 古屋杏樹（埼玉・彩tama） 
第84回東京陸上競技選手権大会(東京・駒沢オリンピック公園陸上競技場）2021年8月15日 

 

日本記録 
・男子5000m：14分30秒09 岩田悠希（千葉・one's Para Athlete Club） 

第55回千葉県陸上競技記録会（千葉・千葉県総合スポーツセンター陸上競技場）2021年4月10日 

・男子1500m：3分55秒72 岩田悠希（千葉・one's Para Athlete Club） 
第55回千葉県陸上競技記録会（千葉・千葉県総合スポーツセンター陸上競技場）2021年4月11日 

・女子走幅跳：5m14cm（+0.4） 酒井園実（埼玉・㈱アイエスエフネット） 
第122回日本体育大学競技会（日本体育大学健志台キャンパス陸上競技場）2021年6月12日 

・女子1500m：4分35秒12 古屋杏樹（埼玉・彩tama） 
第76回埼玉県陸上競技選手権大会（埼玉・熊谷スポーツ文化公園陸上競技場）2021年6月26日 

 

 

 



ご協賛企業 　　（敬称略・順不同）
ミズノ㈱ ㈱グロリアツアーズ AIG損害保険㈱ ピップ㈱

㈱アイタック 大塚製薬㈱ ㈱ジェイアイシー ㈱城山

㈲舘プロ コカ・コーラ㈱

日本ＩＤ陸上競技選手権大会協賛企業 　　（敬称略・順不同）
㈱パソナ

令和２年度ご寄附者 　　（敬称略・順不同）
氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

ヒロフーズ㈱ 青森県青森市 飯村扶美恵 千葉県山武市 塩田　純久 香川県仲多度郡 石井　雅子 東京都江戸川区

ＡＣさんむ 千葉県山武市 春風クラブ 石川県金沢市 池崎よしえ 東京都世田谷区 住友電気工業㈱ 大阪市中央区

令和２年度賛助会名簿       （敬称略・順不同）
氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所 氏　名 住　所

中田　秀滋 長野県北佐久郡 冨澤　基至 千葉県山武市 石田　正大 愛知県刈谷市 恒次美七恵 千葉県山武市

中園　次男 大阪府八尾市 冨澤　康至 千葉県山武市 綾井　友子 香川県坂出市 布留川早苗 千葉県山武市

飯村扶美恵 千葉県山武市 佐瀬万寿美 千葉県山武市 田村　浩志 石川県羽咋市 冨澤　篤子 千葉県山武市

毛利　公一 香川県観音寺市 石橋　大美 千葉県山武市 鴉越　夕奈 広島県東広島市 中川　雅子 千葉県山武市

服部　隆志 栃木県真岡市 渡辺　尚美 千葉県山武市 ㈱T-NET vigla 香川県高松市 北田　章人 千葉県山武市

佐藤　一石 香川県高松市 小高　裕史 千葉県山武市 野口よし子 千葉県山武市 布留川優子 千葉県山武市

原﨑江里子 千葉県山武市 高知尾竜誉 千葉県山武市 今井栄美子 千葉県東金市 岩崎　春香 千葉県山武市

伊能亜弥子 千葉県山武市 鈴木　秀和 千葉県山武市 山本萌恵子 愛知県岡崎市 高橋医院 千葉県山武市

海保　邦彦 千葉県山武市 東城　明希 千葉県山武市 神田いずみ 静岡県富士市 戸村多賀子 千葉県山武市

川島　　敦 千葉県山武市 小川　晴功 千葉県山武市 田山　　藍 千葉県山武市 畑　  典子 千葉県山武市

榎本　康夫 千葉県山武市 藤ヶ崎明美 千葉県山武市 橋本百合恵 千葉県山武市 林   佳美 千葉県山武市

大津　昌利 千葉県山武市 中野　理絵 千葉県山武市 押田　和義 千葉県山武市 能勢　香織 千葉県山武市

戸村　知也 千葉県山武市 窪田圭一郎 香川県三木町 大貫　友香 千葉県山武市 塩田　友亮 香川県三豊市

小竹　弘美 千葉県山武市 松本　隆寛 東京都荒川区 世永真理子 千葉県山武市 奥松美恵子 宮崎県宮崎市

酒井　和美 千葉県山武市 上條　裕貴 埼玉県伊奈町 齋藤久美子 千葉県山武市 豊澤　直紀 埼玉県羽生市

大木　祐子 千葉県山武市 矢野　美子 香川県仲多度郡 石橋　信也 千葉県山武市 黛　  涼子 東京都板橋区

池田　　隆 千葉県山武市 佐野　恵子 静岡県富士市 鈴木　節子 千葉県山武市 辻村美代子 大阪府豊中市

佐藤　智子 千葉県山武市 水野みゆき 静岡県富士市 齊藤　美穂 千葉県山武市 野口　千恵 兵庫県赤穂市

五木田美智 千葉県山武市 大森　浩至 鳥取県米子市 中川　善貫 千葉県山武市 市原  里美 千葉県山武市

早川　和夫 千葉県山武市 酒井　園実 埼玉県久喜市 藤﨑　友世 千葉県山武市 不破　瑞穂 千葉県山武市

小野崎美穂 千葉県山武市 松島　和子 千葉県睦沢町 行木　幸子 千葉県山武市 池崎よしえ 東京都世田谷区

石橋　妙子 千葉県山武市 星野　恭宏 千葉県横芝光町 川口　梨央 鳥取県鳥取市 石井　寿一 千葉県山武市

加藤　　梢 千葉県山武市 近藤　良一 北海道函館市 坂田　浩美 鳥取県鳥取市 鈴木　悠佑 千葉県山武市

金杉　綾子 千葉県山武市 上村　正典 広島市東区 横山　依子 香川県高松市 土屋  　湊 千葉県山武市

浅野　　淳 千葉県山武市 塩田　隆子 香川県仲多度郡 波多野毬子 広島県尾道市 鎌田　和代 兵庫県神戸市

あたたかいご支援ありがとうございます。

公益社団法人金沢青年会議所 石川県障害者スポーツ協会 日本生命保険相互会社金沢支社

㈱塗装館エス・エス 北陸地区知的障害者福祉協会 石川県知的障害者福祉協会 ASK金澤㈱

NPO法人ふれあい工房たんと

医療法人社団あすなろ会北山クリニック

日本電気㈱ 公益社団法人日本モーターボート選手会 金城交通㈱ 北國新聞社

㈱ダイエードリームライツ 春風クラブ NPO法人かなざわ総合スポーツクラブ 金沢みなとロータリークラブ

㈱小山商会

けいじゅヘルスケアシステム

国際ソロプチミスト金沢-くろゆり

小松ゆるスポーツ協議会

NPC法人石川バリアフリーツアーセンター

㈱スパーテル

㈱フルタ建築工業石川テレビ放送㈱ ㈲とくひさ

日本知的障がい者陸上競技連盟の活動にご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

㈱宮地組

　社会福祉法人かつみ会　　埼玉県深谷市　・　放課後等デイサービスすずらん　千葉県九十九里町　・　NPO法人秋桜社会福祉会　千葉県八街市

テルメ金沢北國観光 ファースト薬局


