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2018年 活動報告



Report - January 
◎1月の主な大会・イベント・その他活動 

1月13日(土) 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) 

1月24日(水) ラジオ TOKYO FM 「高橋みなみの、これから何する？」 
「高橋みなみのパラアスリートに会いたい！」出演 

◎1月のメディア・WEB・ニュース情報 
・【タウンニュース南区版】｢障害者スポーツを知って｣ 区が選手招き講演･体験会 
 https://www.townnews.co.jp/0114/2018/01/18/415529.html 
 
・ラジオ TOKYO FM 「高橋みなみの、これから何する？」 
 「高橋みなみのパラアスリートに会いたい！」出演 
 http://www.tfm.co.jp/korenani/index.php?catid=3332&itemid=129167 
  
 ホシノドリームズプロジェクト チェアマン 星野仙一氏のご冥福を心からお祈り申し上
げます。星野仙一氏、そしてスポンサー企業様による「本気の若者を、本気で応援するプ
ロジェクト」のおかげで、私達の競技成績は年々上向き、国際大会で複数回メダル獲得を
達成することができました。しかし、国際大会ではまだ一番・金メダリストになれていま
せん。故・星野仙一氏の熱い思いを胸に、2020年パラリンピック、2021年デフリンピッ
クでの金メダル獲得に向け、今後も全力を尽くしてまいります。2018年も一年間、応援よ
ろしくお願い致します。 

Report - February 
◎2月の主な大会・イベント・その他活動 

2月4日(日) 第三回荒川区障がい者スポーツフェスティバル   
(荒川総合スポーツセンター) 

2月18日(日) HDPチャリティーボウリング大会 

2月24日(土) 未来へつなぐつづきゆめ駅伝 パラスポーツ体験会 

2月25日(日) 東日本大震災復興支援『チーム金箔』握手＆写真撮影会 

https://youtu.be/rWphabo98YU 



女子走幅跳日本記録保持者の井村久美子（旧姓：池田）さんに走幅跳の専門技術指導をし
て頂きました。 
 

18日に開催された、東京ピースライオンズクラブの
チャリティーボウリング大会では、応援してくださっ
ている方々とお会いすることができ、また激励を頂き、
とても力付けられました。 
2020年に向けて、一年一年を大事に、毎年ステップ
アップしていき、応援してくださっている方々に良い
報告ができるように努めます。 

2月9日(金) 競技用特注シューズ作成のため、兵庫
県のM.Lab(ミムラボ)へ行きました。現代の名工・三
村仁司氏に特注シューズを作成していただきました。 

◎2月のメディア・WEB・ニュース情報 
・横浜市都筑区でパラスポーツ体験 
 http://8bitnews.org/?p=10699 

Report - March 

井村久美子さんによる指導の模様 

◎3月の主な大会・イベント・その他活動 

3月5日(月)～8日(木) 三重県鈴鹿市で強化合宿 



◎4月のメディア・WEB・ニュース情報 
BS-TBS「アスリート夢共演」 
http://www.bs-tbs.co.jp/sports/yumekyouen/ 
日時：4月15日(日) 9時30分～10時 
「放送＃25 高田千明 × 塚原直貴（前編）」 
※後編は1週間後の4月22日(日) 9時30分～10時に放送されます。 

内容：今回の主役は、パラ陸上日本代表・全盲のスプリンター＆ロングジャンパー高
田千明選手。5歳の時に黄斑変性症と診断され、高校3年生で完全に視力を失った高田
選手は、中学・高校と陸上の他にバレーボール・トランポリン・卓球などでも活躍し
たアスリート。全盲となってから本格的に始めた陸上でメキメキと頭角を現す。2011
年の「世界パラ陸上」では、200ｍと100ｍでそれぞれ銀と銅のメダルを獲得。13年
からメイン種目にした走り幅跳びでも17年の「世界パラ陸上」で銀メダルに輝いた日
本を代表する陸上選手。そんな高田選手を訪ねたのは、昨年現役を退いた北京オリン
ピック陸上男子400ｍリレーの銅メダリスト塚原直貴さん。その塚原さんが、アイマ
スクを着けて「見えない陸上」の世界に初挑戦。専門種目の短距離はもちろん、アイ
マスクを着けた走り幅跳びにも挑戦する。驚きのその結果とは…？！必見だ！ 
高田選手の夫は、デフリンピック日本代表で400ｍハードル日本記録保持者の高田裕
士選手。高田選手を支える家族の話は必涙である。 
日本陸上界を代表する二人の「夢共演」お見逃し無く！ 



2018年4～6月度活動報告 高田千明 

～ アジア頂点への挑戦 ～ 

Introduction 

Schedule 
●主な大会スケジュール 

6月30日、7月1日 第23回関東パラ陸上競技選手権大会 

7月7日～8日 2018ジャパンパラ陸上競技大会 

9月1日～2日 第29回日本パラ陸上競技選手権大会 

10月上旬 2018アジアパラ競技大会 

今シーズンは、10月にアジパラ競技大会2018（インドネシア）を控えており、前年の世
界選手権での銀メダルという好結果に続き、金メダルを獲得しアジアでの地位を確立した
いところです。 



5月上旬に祖父が亡くなり、慌ただしい中での試合ということもあったので、今の状態で
どれだけの記録が出せるかをしっかり見極めるという事を意識しながら試合に臨みました。
そのような中でも、今年初めての試合では4m41cmという記録を出すことができました。
状態としては良くもなく悪くもなくというところだと思います。次の試合では自己ベスト
記録を更新できるようにしていきたいと思います。応援ありがとうございました。 
 
・5月26日（土） パラ陸上強化合宿 

Report - May 

5月12日（土）第62回中部実業団対抗陸上競技大会 
        (岐阜メモリアルセンター長良川競技場) 
        パラ招待選手として参加 

女子パラT11 走幅跳 優勝 

Report - April 
裕士さん、千明さん共通活動 

Report - June 

6月3日（日）2018年布施スプリント大会 
                   100m 優勝 
6月30日（土）第23回関東パラ陸上競技選手権大会 
                   走幅跳  優勝 

◎ 4月の主な大会・イベント・その他活動 
関東近辺 小・中学校講演 
 
◎ 4月のメディア・WEB・ニュース情報 
4月15日（日）、4月22日（日）9時30分～10時00分 
BS-TBS「アスリート夢共演」放送＃25 高田千明 × 塚原直貴（前後編） 

◎ 5月の主な大会・イベント・その他活動 

◎ ６月の主な大会・イベント・その他活動 



●7月の主な大会・イベント・その他活動 

Report - July 

7月1日(日) 第23回関東パラ陸上競技選手権大会 
100m 優勝 

7月7日(土)～8日(日) 2018ジャパンパラ陸上競技大会 
走幅跳 優勝・100m 優勝 

・7月31日(火) スポーツ庁 スポーツ功労者顕彰 

●7月のメディア・WEB・ニュース情報 
・「 アジアパラ、陸上の代表推薦選手が発表される。選手たちの意気込みは 」 
 http://www.paraphoto.org/?p=17871 

Report - August 

・8月6日(月)〜10(金) 強化合宿 
 
 現在は、走幅跳の動作を改善するために、練習メニューや動き作りの内容を変えている
段階で、なかなかしっくりくるような動きができていませんが、今、目指している動きが
できるようになれば、一気に5m超え(世界一)も見えてくるため、めげずに一つ一つ動作
を染み込ませられるようコツコツと練習を継続していく必要があると再認識した強化合宿
でした。また、他のパラ強化指定選手との交流もたくさんでき、いろいろな情報を得るこ
とができたので、とても有意義な合宿となりました。9月もがんばっていきたいと思いま
す。 

http://www.paraphoto.org/?p=17871


Report - September 

●8月のメディア・WEB・ニュース情報 
・8月19日(日)18時〜 
 BS日テレ『ストロングポイント 第130回 パラ陸上 走幅跳 高田千明③』 
 
・香取慎吾との“素敵な時間”に感謝 笑顔のオフショットも公開 
 https://netallica.yahoo.co.jp/news/20180824-38340384-amebanews 
 
・8月25日(土) 
 「考えること多すぎ…」 香取慎吾さん、パラ陸上に挑戦：朝日新聞デジタル 
 https://www.asahi.com/articles/ASL8J54CBL8JUTQP01P.html 

 年内、国内最後の試合でした。走り幅跳び・100メートル走、どちらも記録としてはあ
まりいいと言えるものではありませんでした。しかしながら、あまり調子が上がっていな
かったシーズン序盤と比べると少しずつ上向きになってきている感触がありました。アジ
ア大会の前に良い感触を残せた試合でした。 
 
・9月12日(火)〜15日(土) 走幅跳の強化合宿（三重県） 
 
 朝から夜までずっと、踏切動作から空中姿勢、着地動作までを細かく丁寧に指導して頂
き、必要な動き作りの練習がしっかりとでき、とても有意義な合宿となりました。雨が
降っていたということもあり、着地動作の練習で砂場にお尻が着地し、タイツに穴が開く
などアクシデントもありましたが、今回の合宿で学んだことがアジア大会で少しでもでき
れば、おのずと記録が伸びると確信が持てるものでした。天候や気温の変動が大きいので、
怪我をしないようにアジア大会までしっかりと身体を作っていきたいと思います。 
 
・9月21日(金)〜23日(日) アジアパラ競技大会強化合宿 
 
 天候や気温の変化が激しく、なかなか練習がうまくいきませんでしたが、アジアパラ競
技大会でメダルを獲得するために、今できることを焦らずに実行していきたいと思います。
応援よろしくお願い致します。 

9月1日(土)～2日(日) 第29回日本パラ陸上競技選手権大会 
走幅跳、100m 二種目 優勝 



●9月のメディア・WEB・ニュース情報 
・【東京すくすく】「心のバリアフリーが広がってほしいな」 
 高田千明さん（視力障害のある陸上選手） 
 https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/message/1841/ 
 
・【東京すくすく】＜わたしの糧ことば・特別編＞ 
 １児の母・視力障害の陸上選手 高田千明さん 
 https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/health/1411/ 
 
・9月毎週火曜日23時07分〜 
 TBSテレビ『勇気のシルシ〜パラアスリートの挑戦〜』 
 http://www.tbs.co.jp/yuukinosirusi/ 
 
・9月4日(火)23時07分〜  
 音に導かれる大ジャンプ！「見えない陸上」の世界 
 
・9月11日(火)23時07分〜  
 声と手拍子……大ジャンプを導く「コーラー」との絆 
 
・9月18日(火)23時07分〜  
 夫は聴覚障がいアスリート、最高の応援団は息子……家族の絆 
 
・9月25日(火)23時07分〜  
 「笑って楽しむ」2020年を！ 
 
●10月の予定 
・10月2日〜14日 アジアパラ競技大会 
・関東近辺 小学校講演 
・10月21日 東京2020 Let’s 55 with AOYAMA SPORTS FEST ゲスト 



Report - October

2018年の陸上競技の大会はこれで全て終わり、来シーズンに向けた冬期練習に入ります。
今年も一年間応援ありがとうございました。11月からの冬期練習に向けて、しっかりシー
ズン中の疲労を抜いて長く厳しい冬期練習を乗り越えられる身体作りとトレーニングに取
り組んでいく予定です。
11月は導入段階として、ゼロイニシャライズでのストレッチトレーニングで身体を調律す
ることをメインに取り組んで行く予定です。またオフシーズンということで、毎週末、イ
ベント・講演と、慌ただしい日々が年末まで続きますが、体調管理に気を付けて乗り切り
たいと思います。

◎10月の主な大会・イベント・その他活動

10月2日～14日 インドネシア2018アジアパラ競技大会

10月21日 東京2020 Let’s 55 with AOYAMA SPORTS FEST ゲスト

その他 関東近辺 小・中学校講演

インドネシア 2018 アジアパラ競技大会
走り幅跳び 2位

100mは組3着で予選敗退（予選全体5位）。全盲のクラスは伴奏者と走る関係で一人2
レーン使うため、決勝は通常8名のところ4名で行われます。決勝進出まであと一人という
成績でした。

10月21日
荻原次晴さんとのトークショーと、パラ陸上競技の体験（ブラインド＆伴走体験会）を行
いました。



Report - November

寒さが厳しくなってきたということと、冬期練習期間中は土台となる体力作りのために距
離と本数を多くこなす練習が多くなることもあり、脚が攣ることが多くなってきました。
怪我をしないように気をつけつつ、練習メニューについては全てこなせるようにしていき
たいと思います。

◎主な大会・イベント・その他活動

11月4日 OTAふれいあフェスタ

11月9日 荒川区長表敬訪問

11月11日 青山ワールドスポーツパレード

11月18日 荒川リバーサイドマラソン ゲストランナー

11月25日 船橋市聴覚障害者協会講演会

その他 関東近辺 小・中学校講演

ハワイ大学での強化合宿では、温暖な気候の中で専門種目の練習を行うことができました。
ハワイ大学のアスレチックトレーナーの方にトレーニング方法、自宅や個人でできる新し
いトレーニングメニューなどを考えていただき、とても良い合宿になりました。また、冬
期練習の疲れがなかなか取れず、脚などに痙攣や痛みが出ることも多くなりました。普段
の治療院でのケア以外にも、自宅で行えるケアを追加していく必要があると感じているた
め、治療器等を購入して、自宅でもしっかりとケアができる環境を整えていきたいと思い
ます。
2019年11月のパラ世界陸上競技選手権大会 に向けてコツコツと練習を続けていき、2019
年シーズンは自己ベスト記録が出せるように頑張っていきたいと思います。

Report - December
◎主な大会・イベント・その他活動

12月1日 千代田区「東京オリンピック・パラリンピック気運醸成イベント」
伴歩・伴走体験「皇居ウォーク＆ラン」

12月2日 MINATOシティハーフマラソン2018
北区・伴走体験講習会

12月23日 Tokyo Great Santa Run 2018

12月24日 チャレスポ！2018

12月25日～31日 ハワイ大学強化合宿

その他 関東近辺 小・中学校講演
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