
2018 年 3 月 4 日（日） 

一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟 

一般社団法人日本知的障害者水泳連盟  

 
3 月 3 日（土）〜4 日（日）2018 年パラ水泳春季記録会における 

インドネシア 2018 アジアパラ競技大会 日本代表推薦候補 

標準記録突破者一覧 

 
 

推薦候補標準記録を突破した選手は、下記のとおりですので、お知らせ

いたします。 

 

身体障がい者選手 男子 14 名、女子 15 名、計 29 名 

粂田 幸仁、鈴木 孝幸、小山 恭輔、荻原 虎太郎、山田 拓朗、久保 大樹、 

木村 敬一、長野 凌生、齋藤 元希、細川 宏史、富田 宇宙、江島 大佑、 

窪田 幸太、中村 智太郎 

成田 真由美、加藤 作子、奈良 恵里加、森下 友紀、池 愛里、小野 智華子、 

石浦 智美、辻内 彩野、一ノ瀬 メイ、小池 さくら、浦田 愛美、宇津木 美都、 

岡部 歩乃佳、笠本 明里、水上 真衣 

 

知的障がい者選手 男子 19 名、女子 8 名、計 27 名 

出口 瑛瑚、中島 啓智、東海林 大、津川 拓也、坂倉 航季、林田 泰河、 

髙柳 春貴、宮崎 哲、鴨 弘之、佐々木 翔英、山口 尚秀、村上 舜也、 

田中 康大、角井 俊生、加古 敏矢、廣田 真一、三好 将典、長尾 智之、 

蓮野 巧人 

井上 舞美、北野 安美紗、福井 香澄、出口 舞、木下 萌美、渡邉 麗美、 

芹澤 美希香、髙木 紗知 

 

参考 

推薦候補標準記録を突破した選手名及び種目 

粂田 幸仁 50m 自由形 

鈴木 孝幸 50m 自由形、150m 個人メドレー、50m 平泳ぎ 

小山 恭輔 50m 自由形、50m バタフライ 

荻原 虎太郎 50m 自由形、100m バタフライ、100m 自由形 

山田 拓朗 50m 自由形、100m 自由形 

久保 大樹 50m 自由形、100m バタフライ、100m 自由形 



木村 敬一 50m 自由形、200m 個人メドレー、400m 自由形、100m バタフライ、 

        100m 平泳ぎ、100m 背泳ぎ、100m 自由形 

長野 凌生 50m 自由形、100m 自由形 

齋藤 元希 200m 個人メドレー、400m 自由形、100m 背泳ぎ、100m 自由形 

細川 宏史 400m 自由形 

富田 宇宙 400m 自由形、100m バタフライ、100m 自由形 

江島 大佑 50m バタフライ、100m 背泳ぎ 

窪田 幸太 100m バタフライ 

中村 智太郎 100m 平泳ぎ 

 

成田 真由美 50m 自由形、50m 背泳ぎ 

加藤 作子 50m 自由形、100m 自由形 

奈良 恵里加 50m 自由形、100m 自由形 

森下 友紀 50m 自由形、100m バタフライ、100m 自由形 

池 愛里 50m 自由形、100m バタフライ、100m 自由形 

小野 智華子 50m 自由形、400m 自由形、100m 背泳ぎ、100m 自由形 

石浦 智美 50m 自由形、100m 自由形 

辻内 彩野 50m 自由形、100m 背泳ぎ、100m 自由形 

一ノ瀬 メイ 200m 個人メドレー、100m バタフライ、100m 背泳ぎ、100m 自由形 

小池 さくら 400m 自由形、100m 平泳ぎ 

浦田 愛美 400m 自由形 

宇津木 美都 100m 平泳ぎ 

岡部 歩乃佳 100m 背泳ぎ 

笠本 明里 100m 背泳ぎ 

水上 真衣 100m 自由形 

 

出口 瑛瑚 200m 個人メドレー、200m 自由形、100m 背泳ぎ、100m 自由形 

中島 啓智 200m 個人メドレー、100m バタフライ、200m 自由形、100m 背泳ぎ 

        100m 自由形 

東海林 大 200m 個人メドレー、100m バタフライ、100m 自由形 

津川 拓也 200m 個人メドレー、100m 背泳ぎ 

坂倉 航季 200m 個人メドレー、200m 自由形、100m 自由形 



林田 泰河 200m 個人メドレー、100m 平泳ぎ 

髙柳 春貴 100m バタフライ 

宮崎 哲 100m バタフライ、200m 自由形 

鴨 弘之 100m バタフライ 

佐々木 翔英 100m バタフライ 

山口 尚秀 100m バタフライ、100m 平泳ぎ、100m 自由形 

村上 舜也 200m 自由形、100m 自由形 

田中 康大 100m 平泳ぎ 

角井 俊生 100m 平泳ぎ 

加古 敏矢 100m 平泳ぎ 

廣田 真一 100m 平泳ぎ 

三好 将典 100m 背泳ぎ 

長尾 智之 100m 背泳ぎ 

蓮野 巧人 100m 自由形 

 

井上 舞美 200m 個人メドレー、100m バタフライ、200m 自由形、100m 自由形 

北野 安美紗 200m 個人メドレー、100m バタフライ、200m 自由形、100m 平泳ぎ 

         100m 自由形 

福井 香澄 200m 個人メドレー、100m バタフライ、100m 背泳ぎ、100m 自由形 

出口 舞 200m 個人メドレー、100m 平泳ぎ、100m 背泳ぎ 

木下 萌美 100m バタフライ、100m 平泳ぎ 

渡邉 麗美 100m バタフライ、100m 平泳ぎ 

芹澤 美希香 100m 平泳ぎ 

髙木 紗知 100m 背泳ぎ 

 

 

※報道にあたって、「日本代表決定」の文言 は日本パラリンピック委員会の審査を経

て決定されるため 使用できませんのでご注意ください 。 

 ただし、日本身体障がい者水泳連盟・知的障害者水泳連盟が「推薦 候補 を決定」と

いう文言は使用できます。 

日本パラリンピック委員会による日本選手団参加基準の公表後 （時期未定）に、推

薦選手を決定します。 



 

 ま た 、 この 決定 情報 は 、 日 本 身体障 が い 者水 泳連 盟ホー ム ページ

（ http://new.paraswim.jp/ ） 及 び 日 本 知 的 障 害 者 水 泳 連 盟 ホ ー ム ペー ジ

（http://jsfpid.com/）に掲載いたします。 

 

 

インドネシア 2018 アジアパラ競技大会日本代表「推薦選手」選考委員会 

委員長 櫻井 誠一 

一般社団法人日本身体障がい者水泳連盟 東京オフィス住所： 

〒107-0052 東京都港区赤坂 1-2-2 日本財団ビル 4 階 

パラリンピックサポートセンター内 

E-mail: jpsf-information@paraswim.jp  Fax: 03-6229-5420 

※取材に関するお問い合わせはメールもしくは FAX にてご連絡ください。お電話

番号を記載していただければ、折り返しにてご対応させていただきます。 

 

 


