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「パラ駅伝 in TOKYO 2018」開催報告レポート

優勝は「ベリーグッドとちぎ」。昨年に続き連覇達成！
パラサポのスペシャルサポーター稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾
チームよしもと、はじめしゃちょーも 17,100 名の来場者と大応援
2018 年 3 月 4 日（日）、12:30～15:30 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、3 月 4 日（日）に「パラ駅伝 in TOKYO 2018」を下記の
通り開催いたしました。
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9 人（伴走者含む）がチームをつくり、駒沢オリンピック公園の 1
周約 2.5km のコースを 8 区間で 8 周、合計約 20.5km を走り、ゴールを目指してタスキをつなぐ駅伝です。第 3 回目の開催
となる今回は 14 都県 に加え、初の海外からの参加となるラオスチームを迎え、チームよしもとを含めて計 18 チーム、計 162
名のランナーが参加。10 代から 60 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 1 万 7100 人が来場。日体大ブラスバンド＆チアリーダー＆応援団のパフォーマンスの後、盲目のアーティスト木下航
志（きしたこうし）さんとわたなべちひろさんのオープニングライブで、一気に高揚した観客席。そんな中ついに選手が入場！絶好の
大会日和、青空の下、観客も選手も笑顔あふれ心躍る入場となりました。
選手入場の後、一瞬静まり返った会場では皆の視点が一点に注目。客席中央に設置されたアンベール前の“レゴ壁画”の前に、
稲垣吾郎さん、草彅剛さん、香取慎吾さんが登場。会場内は大声援に包まれました。このレゴ壁画は香取慎吾さんが「i enjoy！」
をテーマに描いたパラサポオフィスの壁画（縦 2.6m×横 6.1m）を、レゴブロック約１５万ピースを使い同じサイズで再現したもので、
香取慎吾さんからこのレゴ壁画作成のきっかけなども語られました。その後、香取慎吾さんとともにこのレゴ壁画制作を行ったレゴ
認定プロビルダーの三井淳平さんも招き、4 人でアンベールが行われ会場内は拍手の渦に包まれました。
その後の開会式では、日本財団パラリンピックサポートセンター会長 山脇康、日本財団パラリンピックサポートセンター特別顧
問 小池百合子東京都知事、林芳正文部科学大臣、鈴木俊一東京オリンピック・パラリンピック担当大臣による挨拶の後、木下航
志さんによる国歌斉唱が行われました。
スターターは公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 森喜朗会長が務め、1 区視覚障がいランナ
ーと伴走者 18 チーム 36 名が一斉にスタートを切りました。
今回、この駅伝を応援するゲストには、パラサポのスペシャルサポーター稲垣さん、草彅さん、香取さんの 3 名、そしてタカアンド
トシさん、次長課長・河本準一さん、YouTuber はじめしゃちょー7 名がかけつけ、ご当地キャラクターや企業キャラクター１６体も
参加。「パラ駅伝ＳＮＳ応援イベント」として選手への応援メッセージを「#パラ駅伝 2018」をつけて投稿する応援では、Twitter トレン
ドで 1 位になるなど多くの応援が寄せられました。また、はじめしゃちょーによる動画撮影、2 区聴覚障がいランナーへの手話応援、
トシの提案で、稲垣さん、草彅さん、香取さん、タカさん、はじめしゃちょーが選手と一緒に走り観客からウェーブで応援するなど応
援方法にも工夫がされ、ゲストも参加者も一体となって楽しめるイベントとなりました。
また、中央広場には、参加チーム都県の物産展や協力パートナー企業がブースを出展し、競技用車いす体験やキッチンカーめ
ぐりをする河本さんの中継レポートが流れました。
そして、選手全員のゴールを稲垣さん、草彅さん、香取さんやチームよしもとのメンバーらが見守る中、最後にフィールドへ入っ
てきたのは、チーバくんチームのアンカー西川俊平選手。車いすで力を振り絞り走る西川選手へ「しゅんぺいコール」と大歓声が贈
られ、よしもとランナーのザツネハッチャン常道裕史さんと競うようにフィニッシュ。「よしもとの最終ランナーにも感謝してる、愛をあり
がとう」とコメント。会場は終始大声援の応援が続き、全員が無事にゴールを終えることができました。優勝は「ベリーグッドとちぎ」。
準優勝は、「福島ピーチダイヤモンド」、第 3 位は、「東京わくわくエンジョイ」でした。
「ベリーグッドとちぎ」へは、パラサポ会長の山脇康によって優勝杯が授与され、延與桂都知事代行からは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、「ラオススースーチーム」が選ばれました。
フィナーレでは、稲垣さん、草彅さん、香取さんがスペシャルライブとして 2 曲を披露し、会場は大興奮。ボランティアや選手も笑
顔でライブを楽しみ、パラ駅伝 in TOKYO 2018 が大盛況のなか終了しました。

【お問い合わせ】公益財団法人 日本財団パラリンピックサポートセンター パラ駅伝大会事務局
The Nippon Foundation Paralympic Support Center
〒107-0052 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 4 階
TEL: 03-6229-3721 / FAX: 03-6229-3722 / Email: ekiden@parasapo.tokyo
URL: http://www.parasapo.tokyo

チーム成績と区間賞は以下の通りです。
＜チーム成績＞
1位
ベリーグッドとちぎ（栃木県）
2位
福島ピーチダイヤモンド（福島県）
3位
東京わくわくエンジョイ（東京都）
4位
岩手ハネマルスターズ（岩手県）
5位
いばラッキーズ（茨城県）
6位
コバトン＆さいたまっち（埼玉県）
7位
神奈川スターズ（神奈川県）
8位
しなのパープルズ（長野県）
9位
ラオススースーチーム（ラオス）
10 位 ぐんまちゃんランナーズ（群馬県）
11 位 TEAM MIYAGI（宮城県）
12 位 東京ランナーズ（東京都）
13 位 ふじっぴー静岡（静岡県）
14 位 川崎フレンズ（神奈川県）
15 位 山梨 meteor（山梨県）
16 位 新潟コメット（新潟県）
17 位 チーバくん（千葉県）
（参考・18 位）TEAM よしもと

1 時間 24 分 08 秒
1 時間 25 分 44 秒
1 時間 29 分 31 秒
1 時間 32 分 08 秒
1 時間 34 分 01 秒
1 時間 34 分 41 秒
1 時間 35 分 02 秒
1 時間 35 分 13 秒
1 時間 35 分 26 秒
1 時間 36 分 27 秒
1 時間 37 分 11 秒
1 時間 42 分 55 秒
1 時間 43 分 13 秒
1 時間 45 分 47 秒
1 時間 46 分 13 秒
1 時間 55 分 40 秒
2 時間 12 分 29 秒
2 時間 12 分 29 秒

＜区間賞＞
１区
星純平/山田泰広（福島ピーチダイヤモンド）
２区
上井一輝（東京わくわくエンジョイ）
３区
高室冴綺（東京わくわくエンジョイ）
４区
加藤将士（福島ピーチダイヤモンド）
５区
狩野大介（コバトン＆さいたまっち）
６区
新田勝士（福島ピーチダイヤモンド）
７区
鈴木葵（福島ピーチダイヤモンド）
８区
新津和良（しなのパープルズ）

09 分 03 秒
09 分 22 秒
11 分 46 秒
08 分 01 秒
08 分 33 秒
08 分 23 秒
08 分 53 秒
11 分 00 秒

（参考）＜TEAM よしもと＞
１区

御茶ノ⽔男⼦ しいはしジャスタウェイ （伴走ランナー：御茶ノ⽔男⼦ おもしろ佐藤）

２区
３区
４区

デニス 植野⾏雄
木村真野
永島昭浩

５区
６区

ザ ツネハッチャン ⼋⼗島宏⾏
デニス 松下宣夫

７区
８区

郷司利也⼦
ザ ツネハッチャン 常道裕史

■大会概要
・日時：2018 年 3 月 4 日（日） 12:30～15:00
・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（〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園 1-1）
・主催：日本財団パラリンピックサポートセンター
・協賛：【ゴールドパートナー】株式会社 JTB
【オフィシャルパートナー】アシックスジャパン株式会社、ＪＸＴＧエネルギー株式会社、
凸版印刷株式会社、日本航空株式会社、野村ホールディングス株式会社
・ｽｹｼﾞｭｰﾙ：
11:10～ 日体大ブラスバンド＆チアリーダー&応援団 演奏
11:25～ オープニングアクト 木下航志（きしたこうし）、わたなべ ちひろ（芝生ステージ・ピアノ演奏）
11:50～ スペシャルサポーター（稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾）、三井淳平登場、レゴ壁画アンベール
12 時～ オープニング
主催者挨拶： 山脇康 日本財団パラリンピックサポートセンター会長
小池百合子 東京都知事／日本財団パラリンピックサポートセンター特別顧問
主催者来賓紹介：森喜朗 公益財団法⼈東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 会⻑
尾形 武寿 日本財団 理事⻑、
来賓挨拶：林 芳正 ⽂部科学大⾂、鈴木 俊⼀
国歌斉唱：木下航志（きしたこうし）

東京オリンピック･パラリンピック担当大⾂

選手宣誓：伊藤 久代選手／髙橋 功太選手／鈴木 葵選手／塚原 ⼼太郎選手
選手移動→スタート準備
12:35～ 競技開始
号砲：公益財団法⼈東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会⻑ 森喜朗

■応援ゲスト
日本財団パラリンピックサポートセンター スペシャルサポーター 稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾
タカアンドトシ、次長課長：河本準一、はじめしゃちょー
■チームよしもと
御茶ノ⽔男子（しいはしジャスタウェイ、おもしろ佐藤）、デニス（植野⾏雄、松下宣夫）、木村真野、
永島昭浩、ザツネハッチャン（常道裕史、⼋⼗島宏⾏）、郷司利也子
■企業、ご当地キャラクター
JTB：じぇいとん、エネオス：エネゴリくん
岩手：わんこきょうだいそばっち、宮城：むすび丸、福島：キビタン、茨城：いばラッキー、栃木：とちまるくん、群馬：ぐんまちゃん、
埼玉：コバトン、千葉：チーバくん、東京：ゆりーと、神奈川県：かながわ キンタロウ、神奈川県：かわさき ノルフィン
新潟：トッキッキ、山梨：武田菱丸、長野：アルクマ
15 時～

表彰式/閉会式
優勝杯授与：山脇康 日本財団パラリンピックサポートセンター 会長
東京都知事賞 表彰状：東京都知事代行 延與 桂
メダル授与：優勝・準優勝・第３位／１～２区＝⾹取、３～５区＝草彅、６～８区＝稲垣
日本財団賞 授与：尾形 武寿 日本財団 理事長
ＪＴＢ賞 授与：ＪＴＢ 授与：青木尚二 JTB 執行役員スポーツビジネス推進室 室長
区間賞：１～２区＝⾹取、３～５区＝草彅、６～８区＝稲垣

１5 時半 フィナーレ
スペシャルライブ 稲垣吾郎、草彅剛、香取慎吾
■来場者数：１万 7,100 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

・参加チーム
合計 17 チーム予定（1 チーム 9 名伴走者含む） ※チームよしもと除く
群馬県/1 チーム 、埼玉県/1 チーム、千葉県/1 チーム、東京都/2 チーム、
神奈川県/2 チーム、新潟県/1 チーム、山梨県/1 チーム、長野県/1 チーム、
静岡県/1 チーム、ラオス/1 チーム
・走者
1 区:
2 区:
3 区:
4 区:
5 区:
6 区:
7 区:
8 区:

視覚障がいランナー及び伴走者
聴覚障がいランナー
車いすランナー（女）
健常ランナー（男）
知的障がいランナー
肢体不自由ランナー（立位）
健常ランナー（女）
車いすランナー（男）

・チーム編成
①ランナー；選手 8 名 視覚障がいランナー伴走者 1 名 計 9 名
②チームサポート:聴覚障がい者サポート（手話対応等）1 名 知的障者サポート 1 名
その他チームサポート 2 名 監督 1 名 計 5 名 合計 14 名以内

＜開会式来賓挨拶＞
【山脇康】日本財団パラリンピックサポートセンター会長
皆さんこんにちは！開会式始まる前から、何を話せばいいのか考えていたのですけれども、今日はこんなにたくさんの皆さんに
「パラ駅伝 in TOKYO 2018」にご参加いただき、本当にありがとうございます！フィールドの選手の皆さんと、スタジアムをいっぱい
にしてくださった観客の皆さんと、また、天候にも恵まれて本当に素晴らしい今日という日が迎えられたことを、スタッフ一同、本当に
うれしく思っています。今日は特に、大変ご多忙の中ご臨席を賜りました林文部科学大臣、鈴木東京 2020 オリンピック・パラリンピ
ック担当大臣、そして、日本財団パラリンピックサポートセンターの活動をいつも力強く見守ってくださっております森東京 2020 オリ
ンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長、特別顧問の小池東京都知事、それから尾形日本財団理事長、ご来賓の皆様。
そして、ここにおられるチームの皆様、サポートスタッフの皆様、そして先ほど応援に駆け付けてくださいましたパラサポのスペシャル
サポーターの稲垣さん、草彅さん、香取さん。そして、チームよしもとの皆さん。先ほど演奏してくださった木下さん、わたなべさん。
それから今日は Youtuber のはじめしゃちょーも応援に駆け付けてくださっていて、大変素晴らしいゲストとともに今日という日を迎え
ることができました。本当にこんなに素晴らしい天気を持ってきていただいて、本当に感謝しております。パラ駅伝は障がいのあるな
しを超えてチームを作って、一体となってゴールを目指し、タスキをつないでいくという素晴らしい競技です。14 都県の 16 チームに
加え、今年は海外よりラオスの皆さんにも来ていただいています。ラオスの選手の皆さんは全員が初めて来日されるということで、
今日は皆さんで熱いあたたかい応援をラオスの選手団の皆さんにも送っていただければと思います。パラサポの合言葉は、「 i
enjoy！～楽しむ人は強い。」こういう合言葉です。この言葉を胸に刻んで、選手だけでなく、観客の皆さんも、ボランティアの皆さん
も、この会場にいる全員が一体となって、そしてこの大会をずっと継続していくことが、誰もがスポーツを楽しんで、スポーツを通じて、
すべての人がイキイキと輝いて、そして活躍できる社会の実現につながるんじゃないかと思っています。2020 年の東京パラリンピッ
ク大会まで 905 日、そしてこの週末からは平昌でのパラリンピック大会も始まります。パラリンピック日本代表選手団 38 名の皆さん
はオリンピックの大活躍を引き継いで、パラリンピックでも素晴らしいパフォーマンスと活躍を見せてくれると思いますので、今日の応
援に負けないくらい、今週末から応援してみんなで一緒に盛り上げていければと思います。それでは今日の最後の最後まで、みな
さん一緒に楽しんでください。そして選手の皆さんはどうぞ頑張ってください！本日は本当にありがとうございました。
【小池百合子】東京都知事
皆さんこんにちは！ご紹介いただきました東京都知事小池百合子でございます。素晴らしいパラ駅伝日和となりました！「パラ駅
伝 in TOKYO 2018」これから開催でございます。私は日本財団パラリンピックサポートセンターの特別顧問として、今日は主催者
のひとりとさせていただいております。障がいのある方もない方も一緒にタスキを順番につなげていくそのチームワークこそ、このパラ
駅伝の妙味でございます。どうぞ選手の皆さん最後まで頑張っていただきたい。そして今回初参加となりましたラオスの皆さん
“Welcome to TOKYO！”がんばってください！先ほど山脇さんからお話ありましたように東京パラリンピックまであと 905 日となりま
した。そして 5 日後には平昌の冬季パラリンピックが開かれることとなっています。東京でも 2020 年大会の成功に向けて今準備を
加速させていただいておりますけれども、パラリンピックの成功なくして東京大会の成功はない、と私はこう思っておりますが皆さんい
かがでしょうか！パラリンピックを、このスポーツを支えてくださる応援団も「TEAM BEYOND」として今、編成中でございます。今年の
1 月で 100 万人を超えました。今日お越しになった皆さんもどうぞこの「TEAM BEYOND」のメンバーになっていただいて、パラスポ
ーツを心から応援いただき、そして 2020 年にはどんなパラリンピック競技の会場も皆さんによって満員にしていただきたい。お願い
できますでしょうか？ありがとうございます！さぁ、それではパラ駅伝、今年のこの素晴らしいお天気のもとで開かれるパラ駅伝をみ
んなで楽しんでいきましょう。Let’s Enjoy！Thank you very much！ありがとうございました！

【林芳正】文部科学大臣
みなさんこんにちは。本当にいいお天気でパラ駅伝 in TOKYO 2018 が開かれることを、心よりお喜び申し上げます。
さっき香取さんがおっしゃったように、「i enjoy!」みんな楽しむ、それが力になる。本当にいいことだと思います。みんなでチーム
になって競い合う、このすばらしい出会いのもとで、それをみんなに見ていただく、とても素晴らしいことだと思います。ぜひ、この青
空のもとで、チームワークを見せてください。新しくラオスからチームがいらっしゃいました。本当にありがたいことだと思います。そし
てさらに、ラオスの隣には、よしもとチーム。今年は惨敗しないように頑張ってください。みなさんのご活躍を御祈願して御挨拶とさ
せていただきます。

【鈴木俊一】東京オリンピック・パラリンピック担当大臣
皆さんこんにちは！ご紹介をいただきました東京オリンピック・パラリンピック担当大臣の鈴木俊一です。今日はすごく良い天気の
中で「パラ駅伝 in TOKYO 2018」が、こんなにたくさんの皆さんが観戦に来られて、選手の皆さんも集まりまして開催されました。こ
の大会は障がい者ランナーと健常者ランナーがひとつのチームを作り、タスキをつないでゴールを目指すものでありまして、障がい
の有無にかかわらず誰もがいきいきとした人生を享受することができる共生社会を実現することにつながる重要な取り組みであると
思っています。それでは、参加する選手の皆さん、持てる力を最大限に発揮し、今日のこのレースを楽しんでいっていただきたいと
思います。皆さんのご健闘を心からお祈り申し上げ、あいさつと代えさせていただきます。

＜開会式選手宣誓＞
【伊藤久代】（いとう ひさよ）
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、障がいの垣根を越え、チームの為に、タスキをつなぎ
ます。
【髙橋功太】（たかはし こうた）
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チームの為に、タスキとみんなの思い
をつないでいきます。
【鈴木葵】（すずき あおい）
今日、会場にお越しのみなさん、ボランティアさん、そしてこの駅伝に関わる全ての人へ感謝の気持ちを込めてベストを尽くし
ます。
【塚原心太郎】（つかはら しんたろう）
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。
平成 30 年３月 4 日、選手代表、伊藤久代、髙橋功太、鈴木葵、塚原心太郎

＜パラサポのスペシャルサポーター登壇時挨拶＞
【稲垣吾郎】
私たち３人も精いっぱい応援しますので、選手の皆さん、ぜひ頑張ってください︕
【草彅剛】
今日は多くの方々にパラ駅伝、そしてパラスポーツを存分に楽しんでもらいたいと思っています︕
今日１日、元気に応援しましょう︕よろしくお願いいたします︕
【香取慎吾】
今日はパラスポーツを楽しんでいただいて、パラサポのキーワードである「i enjoy !」のとおり、
みんなで思いっきり楽しみましょう︕

＜表彰式＞
【尾形武寿】日本財団理事長
選手の皆さん、本日は本当にお疲れ様でした！それから、先ほど司会の方からもお話ありましたが、今日はこの会場で 650 名を超
えるボランティアに方にお手伝いいただきました。この場を借りて御礼申し上げます。会場の皆さん、今一度このボランティアの方々
に盛大な拍手をお送りしたいと思います。そして今日会場にはなんと 17,100 人を超える大観衆が駆けつけました。皆さんの拍手
や大声援で選手も本当に力をもらえたと思います。この場を借りて、皆さんに感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます！
そして今ひとつ申し上げたいのが、日本財団パラリンピックサポートセンターのスペシャルサポーターに就任していただいております、
稲垣さん、草彅さん、香取さん！本当にありがとうございます！それからチームよしもとの皆さん、Youtuber のはじめしゃちょーさん、
本当に皆様方のおかげで、このイベントを大盛況で終えることができることができました。選手が力いっぱい走る、力いっぱい表現す
るということは本当にすばらしいことだと改めて知らされました。まもなく平昌では冬季パラリンピックが開催されます。みなさん、ぜひ
みんなで冬季パラリンピックを応援しようじゃありませんか。我々は引き続き、パラリンピックの成功を目指して力いっぱい、頑張って
いきたいと思っております。みなさん、これからも本当にご協力いただけますよう心からお願いいたしまして、閉会のご挨拶とさせて
いただきます。ありがとうございました！
＜大会終了後、優勝した「ベリーグッドとちぎ」への囲み取材＞
Ｑ、連覇が出来た要因だと思うものは？
Ａ、みんなで協力し合ったところ。時間配置が良く、良いレースができた。練習会をしてチームワークを高めた。
Ｑ、ひとつのタスキをつなぐパラ駅伝について
Ａ、陸上競技をしている人だけではなく、いろんな人が手をつないで、お互いのことを知ることがよいところ。
Ｑ、パラスポーツの広がりについて
Ａ、励みになり、盛り上げてくれるので良い経験にもなるし、いいこともあるなって思います。

今日のように盛り上がることでがんばろうという気持ちになれるので、背中をおされました。

壁画レゴのアンベール

オープニングセレモニー後、来賓及び応援ゲストの写真撮影

沿道を走る様子

優勝した「ベリーグッドとちぎ」と応援ゲストの写真撮影

