未来（あした）への道 1000km縦断リレー2016
参加予定ゲストランナー（一覧） （五十音順）
【スタート式・一般ランニング区間】 ※7月24日～8月6日のいずれかの日に参加予定
・アイリスさん：マレーシア出身・歌手/モデル
・有森裕子（ありもりゆうこ）さん：元陸上競技（マラソン）選手、バルセロナオリンピック女子マラソン銀メダリスト
・安藤美姫（あんどうみき）さん：フィギュアスケーター、トリノオリンピック、バンクーバーオリンピックフィギュアスケート出場 ※式典のみ参加
・池田信太郎（いけだしんたろう）さん： 元バドミントン選手、北京オリンピック、ロンドンオリンピック出場
・伊藤華英（いとうはなえ）さん：元競泳選手、北京オリンピック、ロンドンオリンピック出場
・岩崎恭子（いわさききょうこ）さん：元競泳選手、バルセロナオリンピック金メダリスト
・上山容弘（うえやまやすひろ）さん：元トランポリン選手、北京オリンピック、ロンドンオリンピック出場
・荻原健司（おぎわらけんじ）さん：元スキーノルディック複合選手、冬季オリンピック4大会連続出場、アルベールビルオリンピック団体金メダリスト、
リレハンメルオリンピック団体金メダリスト
・荻原次晴（おぎわらつぎはる）さん：元スキーノルディック複合選手、長野オリンピック出場
・オスマン・サンコンさん：ギニア共和国出身・タレント・元ギニア共和国外交官 ※式典のみ参加
・小林綾子（こばやしあやこ）さん：女優
・小林祐梨子（こばやしゆりこ）さん：元陸上競技（中距離・長距離）選手、北京オリンピック出場
・白羽ゆり（しらはねゆり）さん：福島県出身・女優・元宝塚歌劇団
・瀬古利彦（せことしひこ）さん：元陸上競技（マラソン）選手、陸上競技指導者
・田中琴乃（たなかことの）さん：元新体操選手、北京オリンピック、ロンドンオリンピック出場
・勅使河原郁恵（てしがわらいくえ）さん：元スピードスケートショートトラック選手、冬季オリンピック3大会連続出場
・中西永輔（なかにしえいすけ）さん：千葉県在住・元サッカー選手
・中村真衣（なかむらまい）さん：元競泳選手、シドニーオリンピック銀メダリスト
・根木慎志（ねぎしんじ）さん：男子車椅子バスケットボール選手、シドニーパラリンピック出場 ※式典のみ参加
・平野早矢香（ひらのさやか）さん：元卓球選手、北京オリンピック出場、ロンドンオリンピック卓球女子団体銀メダリスト
・藤井瑞希（ふじいみずき）さん：バドミントン選手、ロンドンオリンピックバドミントン銀メダリスト
・松野未佳（まつのみか）さん：2016年度ミス日本グランプリ、大学生
・マーティ・フリードマンさん：アメリカ出身・ギタリスト/音楽プロデューサー
・水内猛（みずうちたけし）さん：元サッカー選手、ブランメル仙台OB
・水木一郎（みずきいちろう）さん：歌手
・三宅諒（みやけりょう）さん：フェンシング選手、ロンドンオリンピックフェンシング銀メダリスト
・宮下純一（みやしたじゅんいち）さん：元競泳選手、北京オリンピック競泳銅メダリスト
・武蔵（むさし）さん：格闘家
・矢野浩二（やのこうじ）さん：俳優

【ふれあいランニング区間】 ※東京会場除く
＜青森会場：7月24日＞
・有森裕子（ありもりゆうこ）さん：元陸上競技（マラソン）選手、バルセロナオリンピック女子マラソン銀メダリスト ※再掲
・荻原健司（おぎわらけんじ）さん：元スキーノルディック複合選手、冬季オリンピック4大会連続出場、アルベールビルオリンピック団体金メダリスト、
リレハンメルオリンピック団体金メダリスト ※再掲
・冨田洋之（とみたひろゆき）さん：元体操選手、アテネオリンピック男子体操団体金メダリスト
・野澤英二（のざわえいじ）さん：青森県在住・長野パラリンピック冬季大会バイアスロン競技銀メダリスト
＜岩手会場：7月27日＞
・アイリスさん：マレーシア出身・歌手/モデル ※式典のみ参加 ※再掲
・安藤美姫（あんどうみき）さん：フィギュアスケーター、
トリノオリンピック、バンクーバーオリンピックフィギュアスケート出場 ※式典のみ参加 ※再掲
・高橋尚子（たかはしなおこ）さん：元陸上競技（マラソン）選手、シドニーオリンピック女子マラソン金メダリスト ※1000㎞縦断リレー・アンバサダー
・花岡伸和（はなおかのぶかず）さん：車椅子陸上選手、アテネパラリンピック、ロンドンパラリンピック出場
・宮下純一（みやしたじゅんいち）さん：元競泳選手、北京オリンピック競泳銅メダリスト ※再掲
＜宮城会場：7月31日＞
・池田信太郎（いけだしんたろう）さん： 元バドミントン選手、北京オリンピック、ロンドンオリンピック出場 ※再掲
・小林綾子（こばやしあやこ）さん：女優 ※式典のみ参加 ※再掲
・萩原智子（はぎわらともこ）さん：元競泳選手、シドニーオリンピック出場
・平野早矢香（ひらのさやか）さん：元卓球選手、北京オリンピック出場、ロンドンオリンピック卓球女子団体銀メダリスト ※再掲
・藤本怜央（ふじもとれお）さん：車椅子バスケットボール選手、夏季パラリンピック3大会連続出場、リオパラリンピック日本代表内定選手
・マーティ・フリードマンさん：アメリカ出身・ギタリスト/音楽プロデューサー ※再掲
＜福島会場：8月4日＞
・北澤豪（きたざわつよし）さん：元サッカー選手、日本サッカー協会理事
・松浦辰雄（まつうらたつお）さん：福島県出身、元車椅子マラソン選手、東京マラソン２００７、２００８ １０ｋｍ車いす男子優勝
・松野未佳（まつのみか）さん：2016年度ミス日本グランプリ、大学生 ※再掲
・八巻智美（やまきともみ）さん：福島県出身・元車椅子アスリート（車椅子マラソン）選手、北京パラリンピック陸上競技銀メダリスト
＜茨城会場：8月5日＞
・アントキの猪木（あんときのいのき）さん：茨城県出身・お笑い芸人
・小林祐梨子（こばやしゆりこ）さん：元陸上競技（中距離・長距離）選手、北京オリンピック出場 ※再掲
・勅使河原郁恵（てしがわらいくえ）さん：元スピードスケートショートトラック選手、冬季オリンピック3大会連続出場 ※再掲
＜千葉会場：8月6日＞
・田中琴乃（たなかことの）さん：元新体操選手、北京オリンピック、ロンドンオリンピック出場 ※再掲
・中西永輔（なかにしえいすけ）さん：千葉県在住・元サッカー選手 ※再掲
・根木慎志（ねぎしんじ）さん：男子車椅子バスケットボール選手、シドニーパラリンピック出場 ※再掲
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未来（あした）への道 1000km縦断リレー2016
参加予定ゲストランナーからのメッセージ

＜青森会場：7月24日＞

＜青森会場：7月24日＞

「あしたは、ある。」
と感じられることは大事だ。
「あした」への道
は勇気と元気がつなげる。
「未来への道」を私もつないでいきます。

荻原健司さん

昨年は最終のゴール区間のたすきを繋ぎ
ました。一日も早い復興が未来(あした)へ
繋がるように、今年も走ります。

冨田洋之さん

＜岩手会場：7月27日＞

＜岩手会場：7月27日＞

昨年に続いて、1000km縦断リレーに参加で
きることを嬉しく思います！みなさんと触れ
合い、元気な姿を目にすると、一歩一歩復
興に向けて進んでいることを感じます。今年
も美しいみちのくの自然を思いっきり感じな
がら楽しく走りたいと思っています。多くの
方と笑顔のたすきリレーができるように頑張
ります。

震災から5年、私にお手伝い出来る事を
探しながら日々過ごすなか昨年に引き続
きご縁を頂きました。今回は1000km
縦断リレーのどなたでも参加できる区間
である、宮古市の「ふれあいランニング
区間」に応援に参ります！
同じ空の下、みなさんの想いを届けられ
る様に出来たらと思っております。
©sunao

noto

宮下純一さん

安藤美姫さん

＜宮城会場：7月31日＞

＜福島会場：8月4日＞

『復興へ』それぞれの想いをたすきに込め
て明日へ繋ぎます。未来への道は自分た
ちで切り開く、一歩ずつ前へ進みながら一
緒に未来へ向かって走りましょう！

池田信太郎さん

北澤豪さん

＜茨城会場：8月5日＞

＜千葉会場：8月6日＞

自分のために。大切な人のために。
次の走者のために。色んな思いを込めて
1000㎞を繋いだ先には大きな達成感、
未来への希望が待っていると思います。
そんな1000㎞縦断リレーへ参加させて頂け
ること、心から楽しみにしています。
思い出に残る一秒、一瞬にしましょう！
小林祐梨子さん

昨年に続き、今年も1000km縦断リレーの
ランナーとして参加できることを今から楽し
みにしています。
震災より5年。リオデジャネイロで開催され
るオリンピック・パラリンピックでは日本代
表のアスリートたちが被災地の復興へ願
いを力に変えて頑張ってくれるでしょう。
私も「オールジャパン」の一員としてみなさ
んの想いの詰まったたすきを繋ぎたいと思
います。

忘れてはいけないことがあります。
被災地の方々の想いとともに、
みんなで一緒に、未来(あした)へ
繋がるような一歩にしましょう。

田中琴乃さん
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【参考1】 未来
未来への道
1000㎞縦断リレー2016
概要 概要
7月29日概要
【参考】
（あした）への道
1000㎞縦断リレー2015
名称

概要

本リレーの
特徴

開催期間

走行コース

未来（あした）への道 1000㎞ 縦断リレー2016

青森から東京まで、東日本大震災の被災地をランニングと自転車でつなぐリレーを開催
し、復興へ向けた取組等を発信することで、東日本大震災の記憶の風化を防ぐとともに、
全国から集まる参加者と被災地の方々の絆を深める。
●被災地の復興の妨げにならないよう、交通ルールを守って実施
● ランニングと自転車（スポーツバイク）で、たすきをつなぐ
● ランナーは、1㎞～10㎞程度の区間を、ジョギング程度のスピードで
一丸となって歩道を走行し、競走はしない
●「ふれあいランニング区間」は、小さなお子さんや障害のある方も参加可能
平成28年7月24日（日）～8月7日（日） 全15日間

青森県～岩手県～宮城県～福島県～茨城県～千葉県～東京都
全長：約1,280km （一般ランニング102区間／ふれあいランニング7区間／自転車54区間）
※予定

主 催

東京都、公益財団法人東京都スポーツ文化事業団

共 催

公益財団法人東京都体育協会、公益財団法人東京陸上競技協会

後 援

青森県、青森県教育委員会、公益財団法人青森県体育協会、一般財団法人青森陸上競技協会
岩手県、岩手県教育委員会、公益財団法人岩手県体育協会、一般財団法人岩手陸上競技協会
宮城県、宮城県教育委員会、公益財団法人宮城県体育協会、一般財団法人宮城陸上競技協会
福島県、福島県教育委員会、公益財団法人福島県体育協会、一般財団法人福島陸上競技協会
茨城県、茨城県教育委員会、公益財団法人茨城県体育協会、一般財団法人茨城陸上競技協会
千葉県、千葉県教育委員会、公益財団法人千葉県体育協会、一般財団法人千葉陸上競技協会
復興庁、国土交通省、観光庁、スポーツ庁
公益財団法人日本オリンピック委員会
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会日本パラリンピック委員会
公益社団法人東京都障害者スポーツ協会
公益財団法人日本体育協会
公益財団法人日本陸上競技連盟
一般財団法人東京マラソン財団

読売新聞社、朝日新聞社、日本経済新聞社、毎日新聞社
東奥日報社、デーリー東北新聞社、岩手日報社、河北新聞社、福島民報社、
福島民友新聞社、茨城新聞社、千葉日報社

協 力

特別協力
協 賛

コース沿道市区町村（73自治体）
公益財団法人日本サイクリング協会
青森県サイクリング協会、福島県サイクリング協会、茨城県サイクリング協会
国連の友 Asia-Pacific
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
日本航空株式会社、
株式会社アシックス、 近畿日本ツーリスト株式会社、
日本生命保険相互会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ
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【参考2】 未来への道 1000㎞縦断リレー2016 「ふれあいランニング区間」

小さいお子様や御高齢の方、ファミリーやお友達同士、障害の有無に関わらず、どなたでも参加いただけます。
約1km～2kmを、ゲストランナーとともに、ランニングや車いすで走行し、次の区間へとたすきをつなぎます。
会場では、各種アトラクションも御用意しております。

日程

会場

コース

募集人数

集合時間・場所
（予定）

解散時間・場所
（予定）

7月24日
（日）

青森会場 青森県庁～青森市立橋本小学校
（青森市）
<約1.4km>

100名程度

7:30
青森県庁

10:30
青森市立橋本小学校

7月27日
（水）

岩手会場 宮古地区合同庁舎（宮古市）
～宮古市役所分庁舎
<約1.5km>

100名程度

7:30
宮古地区合同庁舎
（宮古市）

10:30
宮古市役所分庁舎

7月31日
（日）

宮城会場 宮城県庁
～仙台市立立町小学校（仙台市）
<約1.6km>

100名程度

7:30
宮城県庁

10:30
仙台市立立町小学校
（仙台市）

8月4日
（木）

福島会場 アクアマリンパーク（いわき市）
<約1.8km>

50名程度

7:30
アクアマリンパーク
（いわき市）

10:30
アクアマリンパーク
（いわき市）

8月5日
（金）

茨城会場 カシマサッカースタジアム
（鹿嶋市立カシマスポーツセンター）
（鹿嶋市）
<約1.1km>

50名程度

9:30
カシマサッカー
スタジアム
（鹿嶋市立カシマ
スポーツセンター）
（鹿嶋市）

12:30
カシマサッカー
スタジアム
（鹿嶋市立カシマ
スポーツセンター）
（鹿嶋市）

8月6日
（土）

千葉会場 千葉県立蓮沼海浜公園（山武市）
<約1.3km>

50名程度

10:00
山武市蓮沼
スポーツプラザ
（山武市）

13:00
山武市蓮沼
スポーツプラザ
（山武市）

8月7日
（日）

東京会場 東京都立上野恩賜公園（台東区）
＜約1.4km＞

50名程度

14:00
東京都立上野恩賜公園
（台東区）

17:00
東京都立上野恩賜公園
（台東区）

＜昨年の様子＞

青森会場（青森県庁～青森市立橋本小学校）

福島会場（アクアマリンパーク）

茨城会場（カシマサッカースタジアム）

千葉会場（千葉県立蓮沼海浜公園）
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