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2017年1月～5月度活動報告 高田千明

Ｉntroduction
昨年リオ・パラリンピックに出場し、走り幅跳びは決勝8位入賞でした。初めてのパラリンピッ

クという大舞台で見事に、自己記録を更新しました。しかしながら、「大歓声に飲み込まれて

しまった。」本人のコメントからもあるように次のステップへ着実に進んでいます。3年後の東

京パラリンピックを目指して、今年はロンドンでの世界選手権があります。応援の程、宜しく

お願い致します。

Schedule

【視覚障がい競技について】

視覚障がいのスポーツは、視覚障がい同士、あるいは視覚障がい者と晴眼者が一緒に楽しめ

るように作られたスポーツです。パラリンピックでは、陸上競技をはじめ競泳・柔道・自転

車・ゴールボール・サッカー・セーリング・馬術・スキーがあります。

●2017年スケジュール

5月6日 大分パラ陸上2017

7月1日〜2日 第22回関東パラ陸上競技選手権大会

7月14日〜23日 世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン2017

9月22日～24日 2017ジャパンパラ陸上競技大会

～ リオ発ロンドン経由、東京行き ～



Report ～January～

●強化合宿

1月末から2月上旬に、三重県鈴鹿市で強

化合宿を行い、女子走幅跳日本記録保持

者の井村久美子さんに走幅跳の専門技術

指導をして頂きました。今回学んだトップ選

手のもつ技術・知識をしっかり身につけ、3

年かけて、たしかな実力をつけていきたい

と思います。

【2月度 イベント】

• 東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー

歓迎セレモニー ゲスト

• 荒川区障害者スポーツフェスティバル講演

• 埼玉県障害者社会推進事業講演

• 都内企業にて講演

Report ～February～

港区で開催された東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアー歓

迎セレモニーへ、ゲストとして出席しました。フラッグを間近で見ることが

でき、とても感動しました。特にパラリンピックに関しては、知名度は上

がってきてはいるものの、実際に会場まで競技観戦する方はまだまだ多くな

いのが現状です。ロンドン、リオのように、多くの方々に会場まで足を運ん

で頂けるよう、HDPでの活動等を通して、パラリンピックやデフリンピック

などの障害者スポーツ普及に努めたいと思います。

Report ～March～
【3月度イベント】

• BS11『My Life ～不屈のパラアスリートたち～』出演

• 毎日新聞 パラスポーツ特集号 記事掲載(1面〜3面)

●メディア・WEB・ニュース情報

• 3月26日（日）20時00分～21時54分放送

BS11『My Life ～不屈のパラアスリートたち～』出演 http://www.bs11.jp/special/my-life/

• 3月30日(木)毎日新聞 パラスポーツ特集号 記事掲載(1面〜3面)

http://www.bs11.jp/special/my-life/


Report ～April～
4月29日(土) 17時30分～18時放送

BS日テレ『ストロングポイント第63回 陸上 走幅跳 高田千明』出演

http://www.bs4.jp/strongpoint/

東京パラリンピックでの飛躍を目指す高田千明選手のこれまでの経歴や、

現在の活動を中心に放送されました。

Report ～May～

今年に入って初めての大会でしたが、記録は４

m41cmと自己更新(※)とはなりませんでしたが、優勝

することが出来ました。（※リオ・パラリンピック４ｍ４５

ｃｍ）

また、7月にロンドンで開催される世界パラ陸上競技

選手権大会にも、日本代表として選手されました。

http://www.bs4.jp/strongpoint/


Report ～June～

・6月10日(土)-11日(日)

第28回日本パラ陸上競技選手権大会(駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場)

走幅跳と100m 二種目ともに日本新記録で優勝

・全盲のパワフルママが2020へ跳ぶ リオパラリンピック 100m走・走り幅跳び

日本代表 高田千明選手 | 2017/6/7 - PARA☆DO!

https://this.kiji.is/240386033220961781?c=75768590128873475

●来月の予定

・7月3日(日)

第22回関東パラ陸上競技選手権大会

・7月14−23日

世界パラ陸上競技選手権大会ロンドン2017

①HDP活動報告書201701-（高田千明）_new.pptx


Report ～July～

【7月度 イベント】

世界パラ陸上競技選手権では、日本新記録更新・自己ベスト記録更新に伴い、世界パラ陸

上競技選手権大会初のメダルを獲得することができました。本当に少しずつですが、毎日

こつこつと練習を続けてきた結果が出たと思っています。これからもこの努力を続けてい

き、さらなる自己ベスト記録更新、そして2020年東京大会での金メダル獲得を目指してい

きたいと思います。応援有難うございました。



Report ～August～

◎今月のメディア・WEB・ニュース情報

• パラ走り幅跳びで銀メダルの高田が帰国「うれしい」 - パラスポーツ

https://www.nikkansports.com/olympic/paralympic/news/1860530.html?utm_source=twitter&utm_med

ium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp

• 高田千明が「すごく気持ちよく試合ができた」帰国世界パラ陸上女子走り幅跳び日本新

記録で銀メダル

http://m.sponichi.co.jp/sports/news/2017/07/23/kiji/20170723s00056000322000c.html

• パラ走り幅跳びの高田千明、東京での金に向け「いけると思う」 : スポーツ報知

http://www.hochi.co.jp/sports/etc/20170723-OHT1T50182.html

• 世界パラ陸上：高田、まっすぐ銀 女子走り幅跳び - 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20170721/dde/035/050/033000c

• 最高峰で結ばれた絆 〜走り幅跳びT11・高田千明選手〜 | 宮崎恵理「My Way, My 

Style パラアスリートの流儀」

http://www.nhk.or.jp/parasports-blog/300/276060.html

• 恩師の声援と子供たちの点字カードに応えた全盲スプリンター高田千明さん パラ陸上

走幅跳で銀メダル(木村正人) - Y!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20170721-00073562/

• 高田千明が日本新で銀「ビックリ」パラ走り幅跳び - パラスポーツ

https://www.nikkansports.com/olympic/paralympic/news/1859431.html?utm_source=twitter&utm_med

ium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp

• 女子走り幅跳びで高田が銀メダル パラ陸上世界選手権 | NHKニュース

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170721/k10011067291000.html

• 高田が幅跳びで銀メダル！ 世界パラ陸上ロンドン大会

http://www.kanpara.com/paralympic/6114/

• 旅の空から・たてがみなびかせ：挑戦・努力への拍手＝芦谷有香 - 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20170726/dde/035/050/035000c

https://www.nikkansports.com/olympic/paralympic/news/1860530.html?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=nikkansports_ogp
http://m.sponichi.co.jp/sports/news/2017/07/23/kiji/20170723s00056000322000c.html
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◎今月のメディア・WEB・ニュース情報 （つづき）

• 7月22日(土)午前2時55分〜午前3時45分

NHKG【世界パラ陸上 ロンドン「第７日」】

高田千明 日本新記録で銀メダル！女子走り幅跳び決勝T11

https://www.youtube.com/watch?v=YsZwBAQ0_3k&feature=youtu.be

• 7月21日金曜日24時15分〜24時30分

TBSテレビ【NEWS２３世界パラ陸上拡大枠】出演

http://www.tbs.co.jp/seriku/special/para/

• 「4人5脚」目標は東京パラリンピックのメダル 全盲スプリンター高田千明さん ロンド

ンでパラ陸上開幕(木村正人) - Y!ニュース

https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20170716-00073330/

メディア掲載数

新聞・テレビ・WEB 13 社

Report ～September～

今シーズンの国際大会が終わり、コンディションの維持が非常に難しい中での大会でした

が、100mは13秒58、走幅跳は4ｍ42cmという記録で、記録としては良くも悪くもないとい

うところだったので、今の状態を考えるとまずまずな結果だったと思います。

ただ、走幅跳の3本目で足首に痛みが出てしまったため、途中棄権という形になってしま

いました。最後まで跳ぶことができなかったのは残念ですが、ゆっくりと焦らずに練習を

続けていきたいと思います。応援ありがとうございました。

【9月度 イベント】

https://www.youtube.com/watch?v=YsZwBAQ0_3k&feature=youtu.be
http://www.tbs.co.jp/seriku/special/para/
https://news.yahoo.co.jp/byline/kimuramasato/20170716-00073330/


◎メディア・WEB・ニュース情報

• 2017年9月24日(日)

東京新聞:＜特別編＞アスリートに聞きました！

「最後は、自分が負ければいい」:糧ことば:特集・連載(TOKYO Web)

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/katekotoba/list/CK2017092402000177.html

9月で今年の国内大会は全て終了となり、10月以降は来年に向けての長く厳しい冬季トレー

ニング期間に入ります。来年2018年はアジアパラ競技大会を控えています。そして2019年

の世界選手権、2020年東京パラリンピックと重要な国際大会が続きますので、東京パラリ

ンピックに向けて非常に大事な数年間となります。引き続き、応援の程宜しくお願い致し

ます。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/katekotoba/list/CK2017092402000177.html


2017年10月～12月度活動報告 高田千明 

Ｉntroduction 
今年の7月に開催された世界パラ陸上競技選手権ロンドン大会では、見事に銀メダルを獲得しま

した。昨年のリオ・パラリンピックの経験が活きた結果だと思います。 

2018年はアジアパラリンピック、2019年は世界選手権、そして2020年は東京パラリンピックと

大きな大会が続きます。 

皆様のご期待に応えられるよう精一杯頑張ります！応援の程、宜しくお願い致します。 

～ 更なる高みを目指して ～ 

◎10月のメディア・WEB・ニュース情報  

・視覚障害者の切なる思い、駅のホームドア設置が進まぬ理由 

 https://news.nifty.com/article/domestic/society/12180-624396/ 

 

・パラ代表選手が歩きスマホに苦言  

 http://blogos.com/outline/255544/ 「女性セブン11月9日号掲載」 

Report ～ October ～ 



Report ～ November ～ 

東京2020パラリンピック開幕1000日前 

 カウントダウン点灯式、トークイベントの模様 

◎主な大会・イベント・その他活動 

• 11月9日(木)  荒川区功労者表彰(活動賞) 

• 11月29日(水) 東京2020パラリンピック開幕1000日前カウントダウン点灯式 

 

◎メディア・WEB・ニュース情報 

・パラリンピアン・秦由加子＆高田千明が東京パラ１０００日前イベントに参加 

 「心に残る大会に」 : スポーツ報知 

 http://www.hochi.co.jp/sports/etc/20171129-OHT1T50248.html 

 

・東京パラまで１０００日、タワーが３色に輝く : 読売新聞 

 http://www.yomiuri.co.jp/feature/TO000299/20171129-OYT1T50115.html?from=tw 

Report ～December～ 
◎メディア・WEB・ニュース情報  

・ラジオAM1242+FM93 

 ニッポン放送「ニッポンチャレンジドアスリート」(高田千明さん) 

 放送日：12月25日〜27日、1月3日〜5日 

 放送時間：13時42分から約5分間。 

   http://www.1242.com/challenged/ 

  

◎2018年1月の予定 

 ・1月4日木曜11時〜 

 荒川区新年祝賀会 

 ・1月13日土曜13時〜 

 パラリンピアン講演会・体験会(横浜市立横浜商業高等学校) 

・関東近辺 小・中学校講演 
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