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「パラ駅伝 in TOKYO 2015」初開催！  

～健常者と障がい者ランナーがタスキをつなぐ～ 
報告レポート 

2015 年 11 月 29 日（日）12:20～15:30、場所：駒沢オリンピック公園 
 

この度、日本財団パラリンピックサポートセンター（以下、パラサポ）は、11月 29日（日）に「パラ駅伝 in TOKYO 2015」を

下記の通り開催いたしました。 

パラサポは 2015 年 5 月に日本財団の支援により設立され、11 月 10 日にパラリンピック競技 25 団体が入所する共同

オフィスをオープンしました。今回行うパラ駅伝は、様々な障がいのあるランナーや健常者のランナー8 人がチームをつくり、

ゴールを目指してタスキをつなぐ駅伝で、パラサポ設立後初めて開催される大規模イベントになりました。駒沢オリンピック公

園の 1 周約 2.5km のコースを 8 人で 8 周、合計約 20km を走り、初開催となる今回は広域関東圏 11 都県 19 チーム、

171名のランナーが参加。10代から 70代まで、パラリンピアンから市民ランナーまで幅広い選手が出場しました。 

会場には14,200人が来場、開会式では、山脇康日本財団パラリンピックサポートセンター会長、舛添要一東京都知事、

遠藤利明東京オリンピック・パラリンピック担当大臣、馳浩文部科学大臣による挨拶の後、宝塚星組トップスターの北翔海莉
ほ く し ょ う か い り

さんと星組トップ娘役の妃海
ひ な み

風
ふう

さんらによる国歌斉唱が行われました。 

レース中、選手が競技場外を走っている間には、SMAPを代表して、香取慎吾さんと稲垣吾郎さんがブラインドサッカーを

体験。ブラインドサッカー日本代表の川村怜選手と日本ブラインドサッカー協会の佐藤豪氏をお迎えし、実際の視覚障がい

者の選手同様にアイマスクを着けて、音を聞いてシュートを決めようと挑戦。香取さんは1回目でゴールを決めますが、稲垣

さんは足にボールがなかなか当てることができず、「本当に難しい！！」と大苦戦。また、車椅子バスケットボール体験には、

車椅子バスケ元日本代表キャプテンの根木慎志氏のレクチャーを受けながら、木村拓哉さん、草彅剛さんがレイアップシュ

ートに挑戦しました。草彅さんは「思っていた以上に大変！」と苦戦していましたが、木村さんはコツをつかむと何度もシュート

を決めていました。他にもレース中の実況や選手へのインタビューを行い、競技終盤には、会場の客席全体をウェーブで応

援するなど全力で盛り上げました。そして、選手全員のゴールをSMAP、宝塚歌劇団が見守りながら、会場は終始大声援の

応援の中、全員がゴールを終えることができました。 

 

優勝は「神奈川スターズ」。準優勝は、「東京スマイル」、第 3位は、「いばラッキーズ」でした。 

「神奈川スターズ」は、パラサポ会長の山脇康によって優勝杯が授与され、舛添要一都知事からは優勝チームに贈られる

東京都知事賞の表彰状が贈られました。また、“最も印象に残ったチーム”に贈られる日本財団会長賞は、一生懸命応援し

ている姿が印象的だったということで、「スーパーファイト千葉」が選ばれました。また、最もチームに貢献した選手に贈られる

都議会議長賞は、３区で走った東京ハピネスの高室さき選手が選ばれました。 

区間賞は以下の通りです。 

 

＜区間賞＞ 

１区（視覚障がい者；伴走者）「にっこり栃木」加治佐博昭選手（8分 54秒） 

２区（健常者・男）「しなのパープルズ」小林海仁選手（8分 4秒） 

３区（車椅子走者・女）「東京ハピネス」高室さき選手（11分 48秒） 

４区（健常者・女）「しなのパープルズ」滝沢菜絵選手（9分 27秒） 

５区（肢体不自由者(立位)）「ぐんま空風 RUN」佐藤龍也選手（9分 50秒） 

６区（知的障がい者）「山梨 meteor」五味翔太選手（7分 58秒） 

７区（聴覚障がい者）「熱いぜ！埼玉」高橋航輝選手（8分 37秒） 

８区（車椅子走者・男）「東京ハピネス」星義輝選手（12分 11秒） 
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＜チーム成績＞ 

優勝  神奈川スターズ（1時間 28分 37秒） 

準優勝 東京スマイル（1時間 32分 36秒） 

3位  いばラッキーズ（1時間 36分 08秒） 

4位  しなのパープルズ（1時間 36分 38秒） 

5位  山梨 meteor（1時間 36分 38秒） 

6位  熱いぜ！埼玉（1時間 37分 46秒） 

7位  スーパーファイト千葉（1時間 40分 16秒） 

8位  東京サンライズ（1時間 40分 51秒） 

9位  東京青いトマト（1時間 40分 52秒） 

10位  にっこり栃木（1時間 43分 13秒） 

11位  ふじっぴーしずおか（1時間 43分 22秒） 

12位  東京ハピネス（1時間 43分 58秒） 

13位 ぐんま空風 RUN（1時間 45分 48秒） 

14位 東京総合ランナーズ（1時間 46分 27秒） 

15位 川崎フレンズ（1時間 47分 22秒） 

16位 いいじゃん！横浜（1位ｊ間 54分 27秒） 

17位 ランナーズ千葉（1時間 54分 44秒） 

18位 新潟コメット（1時間 55分 02秒） 

19位 レッツゴー埼玉（2時間 1分 32秒） 

 

コメントに関しては、3ページ目から記載しております。 

 

 

■大会概要 

・日    時：2015年 11月 29日（日） 12:20～15:30 

・場   所：駒沢オリンピック公園陸上競技場及びジョギングコース（東京都世田谷区駒沢 1-1） 

・主   催：日本財団パラリンピックサポートセンター 

・特別協賛：日本財団 

・ｽｹｼﾞｭｰﾙ： 

12:20～ 開会式          

 挨拶 山脇康 日本財団パラリンピックサポートセンター会長 

舛添要一 東京都知事、 遠藤利明 東京オリンピック・パラリンピック担当大臣 

馳浩 文部科学大臣 

 国歌斉唱：宝塚歌劇団 （星組トップスター 北翔海莉
ほ く し ょ う か い り

、星組トップ娘役 妃海
ひ な み

風
ふう

 ほか） 

13:00～ パラ駅伝競技 

スターター 森喜朗 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長  

応援ゲスト（インタビュー等） SMAP（中居正広、木村拓哉、稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾) 

15:00～15:30   表彰式 プレゼンター：山脇康、舛添要一、笹川陽平日本財団会長、SMAP、宝塚歌劇団 

 フィナーレ歌 SMAP 

・来場者数：14,200人 

 

■競技概要 
・駅伝距離：1区間（各区間共通約 2.563Km）×8区間  合計約 20.504km 

・走 者：第 1区;視覚障がい者、第 2 区;健常者(男)、第 3 区;車椅子走者(女)、第 4 区;健常者(女)、第 5区;肢体不自由

者(立位)、第 6区;知的障がい者、第 7区;聴覚障がい者、第 8区;車椅子走者(男)  ＊詳細は別紙参照 

・参加チーム： 合計 19チーム （１チーム 8名） 

東京都/5チーム、神奈川県/3チーム、千葉県/2チーム、埼玉県/2チーム、栃木県/1チーム、茨城県/1チー

ム、群馬県/1チーム、山梨県/1チーム、新潟県/1チーム、長野県/1チーム、静岡県/1チーム 

・走 者：第 1区；視覚障がい者；伴走者     

第 2区；健常者（男） 
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第 3区；車椅子走者（女）  

第 4区；健常者（女）   

第 5区；肢体不自由者（立位）     

第 6区；知的障がい者  

第 7区；聴覚障がい者 

第 8区；車椅子走者（男）        

※2015年４月 1日現在、12歳以上の男女。 

※第 3区、第 8区：車椅子走者は肢体不自由者であれば障がい内容は問わない。 

車椅子はレーサー以外の車いすを使用するものとする。 

        ※第 5区： 立位の肢体不自由者であれば障がい内容は問わない。 

※第 1区、第 5区、第 6区、第 7区：  男女は問わない。 

 

■注目選手： 
高橋勇市（アテネパラリンピック マラソン（視覚障がい者の部）金メダル、北京 16位、ロンドン 7位） 

加治佐博昭（北京パラリンピックマラソン日本代表） 

村山順子（車椅子女子バスケットボール元日本代表、ソウル、バルセロナ、アトランタ、シドニー、アテネパラリンピック出場） 

高桑早生（ロンドンパラリンピック出場、2015年 IPC陸上競技世界選手権に出場し、走幅跳（T44）で銅メダル） 

喜井寛（2007年、2011年冬季デフリンピックのクロスカントリースキー日本代表） 

星義輝（1976年パラリンピックトロント大会出場 車椅子スラロームで金メダル、1980年パラリンピックアーネム大会 

1984年ストーク・マンデビル競技大会出場、1988年パラリンピックソウル大会出場） 

 

～コメント～ 

＜開会式＞ 

 

【山脇康】 

今日はこんなに大勢の皆さんにパラリンピック東京にお越しいただき、ありがとうございます。来賓の皆さま方、そして集まられ

ました19チーム、スタッフ、ボランティアの皆さま、今日応援に駆けつけてくださったSMAPと宝塚星組の皆さまに心よりお礼申

し上げます。これから始まりますが、今まで誰も見たことがない新しいパラ駅伝に私自身もワクワクしております。今日は皆さん

と一緒にパラスポーツの新しい歴史を作っていきましょう！パラスポーツは私たちに勇気やきづきや心を豊かにしてくれます。

そして、何よりも楽しい。このことを今日、皆さまに見て感じていただければと思います。パラリンピックサポートセンターのキャッ

チフレーズとして「i enjoy !」をあげております。これは、競技をする皆さんが楽しむだけではなく、応援する人、大会を運営す

る人がそれぞれの立場で、大会を盛り上げていこうという意味です。そしてその思いを持った人が集まっています。今日ここに

おられる皆さん全員が主役です。大いに楽しんでください。 

それでは、皆さん応援をよろしくお願いいたします。そして、選手の皆さんも頑張ってください。ありがとうございます。 

 

【舛添要一】 

大変素晴らしい天気になりました。今回、第 1回となります「パラ駅伝 in TOKYO 2015」がこの駒沢オリンピック公園総合運

動場で開催されることを大変嬉しく思います。このパラ駅伝は様々な障害のある方と障害のない方が一つのチームをつくり、

タスキをつないでいくという大変素晴らしい大会でございます。ここから障がい者スポーツへの理解が一層ふかまり、2020 年

パラリンピックへ向けた気持ちが高まっていくことかと思います。 

先日私はロンドンに参りました。これはラグビーワールドカップの 3 位決定戦、最終戦を見るなんですが、そこでパラリンピック

関係の方とお会いしました。その中で、バルセロナで 9 つメダルを取られた水泳選手のクリス・ポンさんにお会いした際に「自

分たちは 2012 年にロンドンでパラリンピックをやりました。しかし 50 年たったロンドンが障がい者にとって優しくないよう町であ

るならば、私達はパラリンピックをやった意義はない」と。私も同じ思いで、2020 年、パラリンピックを盛り上げ、素晴らしいバリ
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アフリーの公共の街づくりにしたいと思います。パラリンピックをやって良かったな、と言われるように全力をあげて、バリアフリー

を含め、ユニバーサルデザイン、色んな意味での障がい者と健常者が生活をエンジョイできる街にしたいと思っております。 

今日は、11都県 19チームの 10代から 70代の年代の方々、さらに市民ランナーからパラリンピアンまで幅広い方が出場さ

れると聞いております。選手の皆様には全力に挑んでいただき、練習の成果とチームワークを最大限に発揮されますように

期待をしております。また、観客席の皆様には心強い応援を心からお願い致します。そして、さらに素晴らしい応援団をお迎

えしております。宝塚歌劇団の皆さん、SMAPの皆さんに駆けつけて頂きました！ありがとうございます。 

 

【遠藤利明】 

皆さんこんにちは。まずはこのパラ駅伝東京。素晴らしい天気の中、開催することができました。準備された皆さまに心から感

謝申し上げます。２０２０年の東京パラリンピックまであと５年に迫りました。色んな準備をしているのですが、このオリンピックで

何が大事かというと、実は、オリンピック、パラリンピックを一体的に運営することです。先日のロンドンオリンピックで、やっぱりパ

ラリンピックを大事にしないとうまくいきませんよ、と言われて参りました。ただ、残念ながら日本では、パラリンピックや障がい者

に対する支援が少ないです。今回、日本財団でサポートセンターを作っていただき、「オリンピックも大事だけど、パラリンピック

もっと大事だね」とそんな体制を作っていただきました。そして、今日ここに素晴らしい大会を作っていただきました。スポーツ

は、“スポーツをする人のスポーツ”、そして“ボランティアやサポートをして頂く方のためスポーツ”、そして“見る人のスポー

ツ”。「する、見る、支える」みんなスポーツマンなんです。今日、こうして多くの方々にお越し頂いておりますが、パラリンピック

を支えていただきたい、応援して頂きたいと思っております。そして、２０２０年のオリンピック、パラリンピックはそのあとのユニ

バーサルデザインの社会となる高齢者の皆さんも障がい者の皆さんも一緒になって生活できる共生社会をレガシーとしてつく

っていきたいと思っております。今日は健常者の皆さんも障がい者の皆さんもタスキをつなぎ、皆さんの力を存分に発揮して

頂き、お祝いのご挨拶とさせていただきます。 

 

【馳浩】 

皆さん、こんにちは。今日、ご来場いただいた皆さんに心から御礼申し上げます。そして、この場を作って頂いた日本財団の

笹川会長に心からお礼申し上げたいと思います。今日、私たちは応援の立場ではありますが、来年の第２回目からは私も遠

藤大臣もトライアスロン連合の元会長である岩城法務大臣も鈴木長官も中曽根障がい者スポーツ・パラリンピック推進議員

連盟会長も、みんな走るということをお約束し、ご挨拶に代えさせて頂きます。よろしくお願い致します。 

 

＜選手宣誓＞ 

【三浦雄紀】 

宣誓！私達選手一同は、パラ駅伝の開催趣旨にのっとり、性別、年齢、障害の垣根を越え、自己のベストを尽くし、チームの

為に、タスキをつなぎます。 

【高橋早生】 

私達選手は、「i enjoy」の精神にのっとり、この大会を心から楽しみ、最後まであきらめずに走りぬきます。 

【星義輝】 

そして、この大会を通して、多くの方々に走ることの楽しさ、スポーツの素晴らしさを伝え、誰もが輝ける社会の実現を目指し

て選手一同全力を尽くすことを誓います。 
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＜SMAP登場時挨拶＞ 

【木村拓哉】 

最高の天気に恵まれた今日なので、きっと皆さんの情熱が導いた天気なんではないかと思います。僕らも参加する以上、全

力で楽しみたいと思いますので、会場の皆さんもパラスポーツを一緒に楽しんでいきたいと思います。 

 

【草彅剛】 

今日は最高の天気で、コンセプトが「i enjoy !」なので、選手の皆さんには 8区間タスキを繋いで頂き、力を最大限に出して楽

しんでいただきたいと思います。 

 

【稲垣吾郎】 

こんな青空の下、皆さんでパラ駅伝を応援して心をひとつにして、最高の思い出を作りたいと思っています。 

僕らも全力で応援したいと思います。 

（中居さんより「稲垣さんは青空が似合いませんね！(笑)」のコメントに対し）そんなことないですよね？ 

（さらに香取さんより「稲垣さんのおかげでこんなにいい天気で(笑)」のコメントに対し）一応 SMAP の中では晴男と言われてま

す！あれ？皆さん、今盛り上がるところですよー？（会場笑いに包まれる）微妙な声援ありがとうございます(笑)！ 

 

【香取慎吾】 

「i enjoy !」というテーマにのって、皆さんと一緒にエンジョイしながら楽しみたいと思います！よろしくお願いします！ 

 

【中居正広】 

僕らもこのような形のイベントは初めての参加なので、どこまでサポートできるかは定かではありませんが、初めてこういう形で

イベントをさせていただくことになりました。さきほどメンバーも言いましたが「i enjoy」です。輪になって楽しんで行きたいと思い

ます。よろしくお願いします！ 

 

 

【根木慎志】 

障がい者ランナーも健常者ランナーも一丸となって挑むところが見どころです。テーマが「i enjoy !」なので楽しんで、みんなで

盛り上がりましょう！ 

 

＜表彰式＞ 

【笹川陽平】 

無事にこの大会が終了しましたことをお喜び申し上げます。選手諸君の懸命な力走ぶり、そして、普段の絶え間ない精進を

いかんなく発揮された姿に私達は多くの感動を頂きました。障害があるにもかかわらず、ひたむきな皆さま方の努力が大勢お

いで下さった観客の皆さんに、そして日本全国の皆さんに、障害があっても力強く夢をもって生きるんだという姿に心を打たれ

ました。そして、多くの若い学生諸君が皆さん方のために一緒になって協力して頂きましたし、多くの方にサポーターもしてい

ただきました。皆さんが一体となってこの大会ができたと思っています。この発案者である八代英太先生の長年の夢がここに

実現したわけであります。また、２０２０年のオリンピック、パラリンピックを成功させるために、この大会がキックオフの大きな大

会になったわけでございまして、皆さんともども２０２０年に向かってパラリンピックを盛り上げるためにご協力を賜りたいと思いま

す。パラリンピックの成功なくして、東京オリンピックの成功なし、こういうことでございます。 

２０２０年を成功させるために、お一人お一人の方がこの障がい者スポーツに関心をお向けくださいまして、また、ご協力を賜

りますことをここに申し上げます。 

さらに、今日は特別に SMAPの方々がこの後、歌を歌ってくれます。東京、大阪から宝塚の方も応援に駆け付けてくださいま

した。厚く御礼申し上げます。東京オリンピックをパラリンピックによって盛り上げる大会にしようではないですか。ありがとうござ

いました。 
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＜表彰式後 SMAP大会コメント＞ 

【木村拓哉】 

使える体を最大限に使うという姿勢を今日は学ばせていただきました。今後、皆さんも僕自身も使える体を最大限に使って

色んなものを皆さんに伝えていきたいと思いました。参加したからこそわかることがありました。 

選手の皆さん、サポートをしてくれていた皆さんには感謝しています。ありがとうございました！ 

 

【香取慎吾】 

すごく楽しかったです！「i enjoy !」というテーマのもと、みんなでこうやって集まり、パラ駅伝に始まり、今日参加しただけで、

僕自身気づけたことがたくさんありました。もっともっと皆さんと一緒に、そしてパラ駅伝のスタートと共に、パラリンピックを応援

していけたらなと思っています。今日はありがとうございました！ 

 

【稲垣吾郎】 

僕らがパラリンピックサポーターセンターを応援させていただくことになって、今回、パラ駅伝は５人で初めてのイベントだったん

ですが、何よりもパラスポーツというものがこんなにも感動をもたらしてくれて、笑顔にさせてくれることに感激いたしました。僕

らが全国の皆さんに、そして、全国の皆さんを通じて、もっともっと広めていただきたいと思いますし、それが僕らの使命だと思

っています。今日はありがとうございました！ 

 

【草彅剛】 

こうやって生で皆さんの頑張りを目のあたりにすると、力をもらって、ハンデを乗り越えるパワーというのは本当にすごいんだと

思いました。 

今日だけでなく、生活する上で、たくさん皆さんが努力されているのがひしひしと伝わってきました。会場の皆さんも今日ちょっ

と寒いですが、最後まで応援してくださって、ありがとうございます。これからもできることを続けていきたいと思っていますの

で、よろしくお願い致します。今日はありがとうございました。 

 

【中居正広】 

僕ら SMAPがやれることは、本当に限られていますし、微力だと思います。スポーツは選手の皆さんが主役であり、僕らはサ

ポートをさせていただく限りです。今後、まだまだ長い練習もあるかとは思いますが、まだまだ力を発揮できていない部分もあ

るとは思います。高みを目指して頑張っていただきたいと思います。そして、僕らも協力できればいいと思いますので、またこ

のよう機会があったらお声をかけていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

（スペシャルメドレーを歌い終わって）皆さん、いかがでしたか？「i enjoy !」だったと思います。パラリンピックを目指して、皆さ

んでサポートしながらみんなが一丸となって頑張っていきたいと思います！ 

 

 

＜大会終了後、優勝した「神奈川スターズ」への囲み取材＞ 

【鈴木百萌子選手】 

普段も車椅子バスケットをやっているので、団体競技で大事なことは信頼関係だと思います。このチームはずば抜けて仲が

良かったので、1位に繋がったかと思います。 

（SMAPに関して聞かれると）障がい者スポーツでこれだけ多くの人が応援に来てくれることはないのですが、SMAP さんや宝

塚歌劇団さんにお越し頂いて、こんなにも満員の中、気持ちよく走ることができました。サポートして頂いて、ありがたかったで

す。 

 

 

本大会の内容は、上記の通りです。今後とも、ご支援いただきたく、どうぞ、よろしくお願いいたします。 

 

【SMAPの皆様の肖像に関し、以下をご確認の上、予めご了承ください】 
●WEB、モバイルサイトへの掲載について。 

SMAP様の肖像に関し、ダウンロード、ストリーミングを問わず動画による配信、静止画の掲載は禁止させて 

いただきます。テキストでの掲載に限定させていただきます。 

 

●TV媒体の方へ。 

※CS放送は二週間以内とさせて頂きます。BS放送でのご使用はご遠慮ください。 

※ワンセグのみでの放送は、映像及びデータでの静止画を含めご遠慮ください。 


