2012年度
県

被災地支援事業（アスリート派遣）実績
会場

事業名

（開催地域）

（開催日）

一般社団法人 日本アスリート会議

対象

実施種目/参加アスリート
競技（指導）暦
(1)(2)陸上/久保倉里美
（北京・ﾛﾝﾄﾞﾝ400mハードル代表・ﾛﾝﾄﾞﾝｵﾘﾝﾋﾟｯｸ4×400mリレー代表）
(1)(2)陸上/佐藤 敦之
（北京オリンピック男子マラソン代表）
(1)陸上/江里口匡史
（ロンドンオリンピック１００ｍ代表、４×１００ｍリレー入賞）

福
島
県

（１）パワーオブスポーツinふくし (1)一般等１４２名

(1)トランポリン/伊藤 正樹

ま

（ロンドンオリンピックトランポリン入賞）

スポーツの力で日本を元気に
(2)中学生等７０６名

福島大
（福島市）

（２）ふくしま大運動会（４時間リ
レー）

(1)車椅子バスケ/増子 恵美
（車椅子バスケットボール日本代表シドニーパラリンピック銅メダリスト）

（ボランティアスタッフ等 (2)陸上/佐藤 真有

平成２４年９月２日（日）

含む）

（北京オリンピック女子4×400mリレー代表）
(2)陸上/千葉 麻美
（北京オリンピック女子400ｍ・４×４００ｍリレー代表）
(2)陸上/青木沙弥佳
（北京オリンピック女子４×４００ｍリレー代表）
(2)陸上/佐藤 美保
（アテネオリンピック800m代表）
(1)(2)陸上/朝原宣治
（北京オリンピック4×１00mリレー銅メダリスト）
(1)テコンドー/岡本依子
（シドニーオリンピック

小中高校生
ファミリー等
（１）パワーオブスポーツinふくし
福

いわき市

島

総合体育館等

ま

スポーツの力で日本を元気に

（２）ふくしま大運動会inいわき

県

（１）５３４名
（２）２，１９６名

平成２４年1０月２０日（土）
（ボランティアスタッフ等
を含む）

銅メダリスト）

陸上/江里口匡史
（ロンドンオリンピック１００ｍ代表、４×１００ｍリレー入賞）
(1)(2)サッカー/三浦淳寛
（シドニーオリンピック出場）
(2)バレーボール/永富有紀
（アトランタオリンピック女子バレー代表）
（1）フェンシング/太田雄貴
北京オリンピック個人・ロンドンオリンピック団体銀メダリスト
(1)(2)卓球/平野 早矢香
（ロンドンオリンピック卓球日本女子団体銀メダリスト）
(2)トランポリン/伊藤 正樹
（ロンドンオリンピックトランポリン入賞）
(2)トランポリン/岸 彩乃
（ロンドンオリンピックトランポリン代表）
卓球/仲村錦治郎
（バルセロナオリンピック男子卓球日本代表）
バレーボイール/柳本

小中高校生
福
島

会津

県

ふくしま大運動会in会津
平成２５年１月２７日（日）

ファミリー等
１,０１７名
（ボランティアスタッフ等
を含む）

晶一

（アテネ・北京バレーボール全日本女子チーム監督）
バドミントン/植野恵美子
（世界選手権女子バドミントンダブルス優勝、全英オープンダブルス優勝）
陸上（パラ）/山本

篤

（北京パラリンピック走幅跳銀メダリスト）
レスリング/須佐

勝明

（ロンドンオリンピック・フライ級日本代表）
チェアスキー/大日方邦子
（冬季パラリンピック【ﾘﾚﾊﾝﾒﾙ〜ﾊﾞﾝｸｰﾊﾞｰ】アルペンスキーメダリスト）
福
島
県

エコノミー症候群対応事業
NPO法人さくらス 元気！とみおか応援団
ポーツクラブ

平成２５年３月１２日（火）
〜1９日（火）

仮設住宅中高齢者
延べ１００名程度
（ボランティアスタッフ等

特定非営利活動法人ＮＳＣＡジャパン

除く）
講演会/玉木正之
（スポーツジャーナリスト）
剣道/山本真理子

宮
城
県

石巻専修大

201２武道フェスティバル石巻

（石巻市）

平成２５年１０月６日（金）

幼小中高校生等

（大阪府警

５２４名

柔道/前田

全日本女子選手権

優勝

等）

桂子

（ボランティアスタッフ等 （シドニーオリンピック代表）
含む）

空手道/土屋

秀人

（世界大学空手道選手権大会

男子形

優勝）

フェンシング/原田 めぐみ
（アテネオリンピックフェンシング女子エペ代表）
ラグビー/元木由記雄
（元日本代表）
ラグビー/平尾

剛

（元日本代表）
ラグビー/高倉

和起

（元関西代表）
小中高校生１９３名
宮

一般１６６名

ラグビー/今林
（元関西代表）

克敏

宮
城
県

夢クラブ
（七ヶ浜町）

スポーツフェスタin七ヶ浜
平成２４年１０月８日（月・祝）

般１６６名
計３５９名
（ボランティアスタッフ等
を含む）

ラグビー/大石

嶺

（元関西代表）
ハンドボール/中川

善雄

（トヨタ自動車東日本監督・元日本代表主将）
ハンドボール/青戸あかね
（元日本代表主将）
ハンドボール/冨本

栄次

（元日本代表コーチ）
サッカー/平瀬智行
（シドニーオリンピック日本代表）
陸上/福島千里
（ロンドンオリンピック

女子100ｍ、200ｍ、４×100ｍリレー日本代表）

陸上/江里口匡史
（ロンドンオリンピック１００ｍ代表、４×１００ｍリレー入賞）
陸上/山縣亮太
（ロンドンオリンピック１００ｍ代表、４×１００ｍリレー入賞）
テコンドー/岡本依子
（シドニーオリンピック

銅メダリスト）

テコンドー/濱田真由
（ロンドンオリンピック

入賞）

水泳/秋山里奈
（ロンドンパラリンピック

女子100m背泳ぎ（Ｓ１１・視覚障害）金メダリスト）

水泳/鈴木孝幸
（ロンドンパラリンピック
宮
城
県

ゼビオアリーナ
（仙台市）

パワーオブスポーツin東北 スポー 一般１,００１名
ツの力でニッポンを元気に
平成２４年１２月２２日（土）

（ボランティアスタッフ等
を含む）

男子50ｍ平泳ぎ（ＳＢ３・機能障害）・150ｍ個人メドレー（ＳＭ４・機能

ボクシング/清水聡
（ロンドンオリンピック

バンタム級銅メダリスト）

ボクシング/須佐勝明
（ロンドンオリンピック

フライ級日本代表）

フェンシング/千田健太
（ロンドンオリンピック

男子フルーレ団体銀メダリスト）

フェンシング/三宅諒
（ロンドンオリンピック
フェンシング/淡路卓

男子フルーレ団体銀メダリスト）

※体調不良により不参加

（ロンドンオリンピック

男子フルーレ団体銀メダリスト）

ゴールボール/小宮正江
（ロンドンパラリンピック

ゴールボール女子金メダリスト）

ゴールボール/浦田理恵
（ロンドンパラリンピック

ゴールボール女子金メダリスト）

ゴールボール/安達阿記子
（ロンドンパラリンピック

ゴールボール女子金メダリスト）

日本アスリート会議議長/柳本晶一
（アテネ・北京オリンピック
エコノミー症候群対応事業
宮
城

健康運動教室及び指導者研修会「歩
南三陸町

く人。」
平成２４年１１月２８日（水）

県

〜２９日（木）

バレーボール全日本女子チーム監督）

仮設住宅中高齢者
延べ１３３名程度
（ボランティアスタッフ等

特定非営利活動法人オーバルハート

含む）

(1)(2)陸上/朝原宣治
（北京オリンピック4×１00mリレー銅メダリスト）
(1)テコンドー/岡本依子
（シドニーオリンピック

（１）パワーオブスポーツinいわ
て

スポーツの力で日本を元気に
平成２４年８月２４日（金）

岩

岩手大

手

（盛岡市）

(1)一般１，００１名

スポーツクリニック−
平成２４年８月２５日（土）

（シドニーパラリンピック車椅子バスケットボール元日本代表チームキャプテン）
(1)(2)バドミントン/岩城ハルミ

(2)中学生等７６３名
（２）夏のいわて大運動会−いわて

県

銅メダル）

(1)(2)車椅子バスケットボール/根木 慎志

（バルセロナオリンピックバドミントン日本女子代表）
(1)(2)バドミントン/水井 妃佐子

（ボランティアスタッフ等 （アトランタオリンピックバドミントン日本女子代表）
含む）

(2)剣道/木和田 大起
（大阪府警察

〜２６日（日）

剣道部

世界剣道選手権

団体優勝

等）

(2)サッカー/西ヶ谷隆之
（ｱﾄﾗﾝﾀｵﾘﾝﾋﾟｯｸ予選サッカー日本代表：元アルビレックス新潟ヘッドコーチ）
(2)バスケットボール/長谷川 誠
（日本人初海外プロリーグ選手、秋田ﾉｰｻﾞﾝﾊﾋﾟﾈｯﾂﾌﾟﾚｲﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ）
フリースタイルモーグル/畑中みゆき

冬のいわて大運動会−ウィンタース

岩
手

八幡平市安比

県

ポーツ編−
平成２５年２月２日（土）
〜３日（日）

親子３０７名
（ボランティアスタッフ等
含む）

(ソルトレイクシティ ・トリノオリンピック フリースタイルモーグル日本代表）
ノルディッククロスカントリー/猪又由美
(アルベールビルオリンピック クロスカントリースキー日本代表）
バイアスロン/築舘郁代

※悪天候により不参加

(トリノオリンピック日本代表）
エコノミー症候群対応事業

岩
手
県

宮古市

避難所中高齢者（含指導

「みんなの健康を支える指導者講習 者）４４名
会」
平成２５年１月１１日（金）

（ボランティアスタッフ等
含む）

特定非営利活動法人オーバルハート

