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Yuji Takada 

（32歳） 

陸上競技（聴覚障がい） 



【1月度 イベント】

• 第7回HDPアワード

• 港区立小学校講演

• 豊島区立小学校講演

裕士さん、千明さん共通活動

2017年1～3月度活動報告 高田裕士

～デフリンピックのメダルを目指して～

Photographer: Shu KISHIDA

Ｉntroduction

Schedule

2017年にトルコ アンカラにてデフリンピックが開催されます。

国際オリンピック委員会(IOC)が「オリンピック」という名称の使用している競技大会は、全部

で4つあります。「オリンピック」、「パラリンピック」、「スペシャルオリンピックス」、

「デフリンピック」の4大会は全て“オリンピック”として認められています。日本人としてデ

フリンピック初のメダル獲得を目指して、今シーズンは活動していきます。

●2017年スケジュール

7月18日(火)〜30日(日)第23回夏季デフリンピック競技大会サムスン2017

9月30日(土)第14回日本聴覚障害者陸上競技選手権大会(大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場)

今年は、高田選手にとっての集大成とも言えるべき年です。4年間の苦しみは全てこの大会のた

めといって過言ではありません。かつて日本人でデフリンピックの陸上競技で個人でメダルを

獲得した人はおらず、文字通り前人未到の活躍が期待されます。

Report ～January～



第7回HDPアワードでは、スポンサー様へ感謝の気持ちを伝える立場として出席しましたが、逆

にスポンサー様からお祝いや激励の言葉を頂き、とても励みになりました。応援していただい

ていることに対する感謝の気持ちを忘れず、誰の目にも見える結果（メダル）を獲得できるよ

う、努力を積み重ねていきます。また星野監督からは、リオ2016パラリンピック競技大会出場

及び決勝8位入賞という結果を、HDP特別賞という形で表彰して頂きました。本当に有難うござ

いました。

2020年東京大会での金メダル獲得に向け、今年も一年間全力を尽くしますので、応援よろしく

お願い致します。また聴覚障害者のオリンピック「デフリンピック」も今年の7月にトルコ・サ

ムスンで開催されますので、デフリンピックのほうもあわせて応援よろしくお願い致します。

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。詳細等

はYouTubeをご覧頂ければと思いますが、オリンピックとパラリン

ピックの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は、知名度は上がってきてはいるものの、実

際に会場まで足を運んで競技観戦する方はまだまだ多くないのが

現状です。ロンドン大会、リオ大会のように、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。応援よろしくお願い致します。

【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

• 東京都聴覚障害者社会教養講座 講師

• 強化合宿（アメリカ）

Report ～February～



●強化合宿（アメリカ）

2月下旬から3月上旬までの約1週間、ハワイ・ホノ

ルルのハワイ大学でトレーニングを行いました。

気候が温暖な環境で、シーズンに向けたトレーニン

グを行うことができました。

【3月度 イベント】

• HDPチャリティボウリング大会

• 都内某小学校講演

• 都内某高校講演

●メディア・WEB・ニュース情報

• 『こんにちは港区長です（2017年3月）』出演 https://youtu.be/cwLyvrgJy4o?t=11m21s

※「輝く女性たち」というテーマで妻の千明が取り上げられています。

• 『港区広報トピックス（2017年3月1日）』出演 https://youtu.be/oziot7gOkgo?t=26s

※東京2020オリンピック・パラリンピックフラッグツアーの様子が取り上げられています。

【ご報告】

全日本ろうあ連盟より、「第23回夏季デフリンピッ

ク競技大会サムスン2017」日本代表の内定通知が来

ました。自身、三度目のデフリンピックです。

これまでの国際大会ではアジア大会、世界選手権と

メダル獲得をしてきましたが、デフリンピックのメ

ダルだけはまだ獲得できておらず、三度目の正直で、

デフリンピックメダリストになりたいと思っていま

す。応援よろしくお願い致します。

●来月の予定

・4月15日(土)「平成29年度桜を見る会」出席。

その後は5月以降の大会に向けて、トレーニングに専念する形になります。

Report ～March～

https://youtu.be/cwLyvrgJy4o?t=11m21s
https://youtu.be/oziot7gOkgo?t=26s


Report ～April～
【4月度 イベント】

・4月15日(土)安倍総理主催の「平成29年度桜を見る会」に出席。

たくさんの著名人の方々に囲まれ、身が引き締まる想いでした。

また参加できるように、努力していきます。

来月からいよいよシーズンインです。

今年の最大目標である大会のタイムテーブル（予定）が出ました。

国内大会出場を通して、本番に向けてしっかり仕上げていきたいと思います。

応援よろしくお願い致します。

◎メディア・WEB・ニュース情報

・障害者スポーツ：支え合う、競技も子育ても 聴覚障害の夫と全盲の妻 - 毎日新聞

https://mainichi.jp/articles/20170404/mog/00m/050/019000c

裕士さん、千明さん共通活動

Report ～May～
【5月度 イベント】

・5月4日(木) デフリンピック日本代表強化合宿（熊谷文化スポーツ公園）

・5月24日(水)16時〜 港区スポーツセンター

『ＰＡＲＡ☆ＤＯ！トーク＆ライブ』出演

・都内某中学校講演

・都内某高校講演

裕士さん、千明さん共通活動

この夏に開催されるデフリンピック大会に正式に日本代表として選出されました。

この大会を集大成という覚悟をもって、メダル獲得を目指して、挑戦していきます！

第23回夏季デフリンピック競技大会サムスン2017

http://www.jfd.or.jp/sc/samsun2017/files/team-japan-member-list-20170516.pdf?0524

②HDP活動報告書201701-（高田裕士）_new.pptx
②HDP活動報告書201701-（高田裕士）_new.pptx


Report ～June～
【6月度 イベント】

・6月20～22日

福岡県で強化合宿を行い、男子400mハードル日本歴代9位記録保持者の吉形政衡さん

に技術指導をして頂きました。アドバイス頂いたことを本番で発揮できるよう努めます。

・金メダルはどちらが先に 仲睦まじくも火花バチバチの高田裕士、千明夫妻

- 産経ニュース

http://www.sankei.com/sports/news/170601/spo1706010002-n1.html

●来月の予定

・7月5日(水)

東京都知事表敬訪問(裕士)

・7月7日(金)

荒川区長表敬訪問(裕士・千明)

・7月18-30日

第23回夏季デフリンピック競技大会サムスン2017

4年に1度の世界大会です。裕士さんの集大成としてメダル獲得に向けて挑戦します。

皆様、応援の程、よろしくお願いいたします。

②HDP活動報告書201701-（高田裕士）_new.pptx


Report ～July～

今年は、腰のヘルニアの影響で、右足の痺れと違和感がひどく、全力疾走系のトレーニン

グが全くできないまま、本番に臨む形になってしまいました。デフリンピックは決勝8位

に終わり、入賞したものの、メダル獲得を達成することができませんでした。四年に一度

のシーズンで、思うように走れないというのは非常に残念ですが、そのような中でも現状

できる限りのことをして臨んだので、やり切った気持ちのほうが大きいです。応援有難う

ございました。

Report ～August～

【8月度 イベント】

• 8月24日(木) 大田区長 表敬訪問

http://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/kuse/koho/dekigoto/koremade/201708/20170824.html

• 8月25日(金) 港区長 表敬訪問
http://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/kuse/koho/dekigoto/koremade/201708/20170828houdou.html

私は、2019年のアジア大会、2020年世界選手権、2021年デフリンピックに向けて、再始動

していくことになります。今年はヘルニアの影響もあり、ご支援頂いて以来、最も成績の

悪いシーズンとなってしまいました。

このような状況において、9月30日の「第14回日本聴覚障害者陸上競技選手権大会(大井ふ

頭中央海浜公園陸上競技場)」は、エントリーをしておりますが怪我の状況を考え、辞退

する可能性もございます。

来年は4年間で唯一国内大会がないシーズンになりますので、身体の悪い部分をしっかり

治して、またデフリンピックでのメダル獲得に向けて再スタートを切りたいと思います。

引き続き、ご支援の程、宜しくお願いいたします。

裕士さん、千明さん共通活動

【7月度 イベント】

http://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/kuse/koho/dekigoto/koremade/201708/20170824.html
http://www.city.minato.tokyo.jp/houdou/kuse/koho/dekigoto/koremade/201708/20170828houdou.html


Report ～September～

【9月度 イベント】

ヘルニアの影響で、怪我をしそうな嫌な感覚があったため、大事を取って棄権しました。

来年は例年よりも早い5月に日本選手権が予定されており、おそらく2019年アジア大会の

選考会となると思いますので、早めに冬季練習に移行し、課題に取り組んで行こうと思い

ます。応援ありがとうございました。

◎メディア・WEB・ニュース情報

• 東京五輪：組市松紋、多彩に変化 機運高める新デザイン - 毎日新聞

https://mainichi.jp/sportsspecial/articles/20170926/k00/00m/050/053000c

• 新グラフは花火イメージ 東京五輪千日前に向けて

http://www.sankei.com/photo/daily/news/170925/dly1709250020-n1.html

• 花火模したグラフィック発表＝１０００日前に合わせ東京五輪組織委：時事ドットコム

https://www.jiji.com/jc/article?k=2017092501187&g=spo

• 東京新聞:新グラフィックスは花火イメージ

五輪エンブレム構成の組市松紋で:スポーツ(TOKYO Web)

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2017092501002111.html

裕士さん、千明さん共通活動

◎10月の予定

• 2017年10月22日(日) 日比谷ガーデニングショー

• 2017年10月29日(日) 1000日前イベント

裕士さん、千明さん共通活動

https://mainichi.jp/sportsspecial/articles/20170926/k00/00m/050/053000c
http://www.sankei.com/photo/daily/news/170925/dly1709250020-n1.html
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017092501187&g=spo
②HDP活動報告書201701-（高田裕士）_new.pptx


裕士さん、千明さん共通活動 

2017年10～12月度活動報告 高田裕士 

～ 自己への挑戦 ～ 

Ｉntroduction 
トルコ アンカラで開催されたデフリンピックでは、腰のヘルニアの影響で、右足の痺れと違和

感がひどく、思うような結果が残せずに満足のいくシーズンとは言えませんでした。 

来年は4年間で唯一国内大会がないシーズンになりますので、身体の悪い部分をしっかり治して、

またデフリンピックでのメダル獲得に向けて、自己への挑戦をしていきます。 

Report ～ October ～ 
◎10月の主な大会・イベント・その他活動 

・2017年10月22日日曜 

 日比谷ガーデニングショー ゲスト 

・2017年10月29日日曜 

 アスリート大集合！スポーツフェスinおおた ゲスト 

・関東近辺 小・中学校講演 

 

今年の陸上競技大会が全て終わり、シーズンオフに入りました。 

シーズンオフということで、小・中学校講演を中心に、講演・イベントの仕事が増え、慌ただ

しい日々ですが、少しでも多くの方々に障害、パラリンピック・デフリンピックについて知っ

て頂く良い機会と考えています。冬季練習と並行して、講演・イベントも頑張っていきたいと

思います。 



◎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11日(土) 総合型地域スポーツクラブ 関東ブロックネットワークアクション2017 

        パネルディスカッションゲスト 

• 11月19日(日) 荒川リバーサイドマラソン ゲストランナー 

• その他    関東近辺 小・中学校講演 

Report ～ November ～ 

▲ 荒川区功労者表彰(活動賞) 

夫婦揃って荒川区功労者表彰を受賞しました。私

たち夫婦としては、微力ながら、今後も引き続き

尽力し、荒川区や応援してくださっている方々へ

恩返し・貢献できればと思っております。また来

月12月5日に、天皇皇后両陛下拝謁と文部科学大臣

表彰が予定されています。年末までイベント・講

演が続き、年末は海外で強化合宿があり、大晦日

まで全力疾走の日々となりますが、しっかり乗り

切って、気持ちよく新年を迎えたいと思います。 



Report ～December～ 

◎主な大会・イベント・その他活動 

・12月3日(日)13時〜 (大田区産業プラザPio) 

 みんなでつくるやさしいまちプロジェクト 

 さあ！にぎやかに『フレイル予防』〜大田区元気シニアプロジェクト発表会〜 

 http://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/fukushi/yasamachipj.html 

 

・12月4日(月)14時〜 (東京都庁第一本庁舎5階大会議場) 

 第37回「ふれあいフェスティバル」平成29年度「障害者週間」記念の集い 

 http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/10/17/04.html 

 

・12月5日(火)14時〜18時 

 天皇皇后両陛下拝謁、文部科学大臣表彰 

・12月10日(日)13時～ (半蔵門ランナーズサテライト JOGLIS) 

 一般社団法人おもてなしランナー協会スペシャルイベント 

  伴歩・伴走体験「皇居ウォーク＆ラン」 

 http://www.omotenashi-runner.or.jp/schedule/detail/231.html 

 

・12月25日〜31日 強化合宿(ハワイ大学) 

・関東近辺 小・中学校講演 

◎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 

2017年も無事に終わりました。長く応援・サポートしてくださっているスポンサーの皆様方に

は、本当に感謝の気持ちしかありません。感謝の気持ちを忘れず、また一年一年、全力を尽く

していきたいと思います。本当に有難うございました。2018年もどうぞよろしくお願い致しま

す。 

共にハワイ大学での強化合宿の模様 
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