
                              2017年 2 月 26 日 

関係所属長 様 

                        一般社団法人 愛知水泳連盟 

                           競泳委員長 小池 隆治 

 

   「2020 東京オリンピック・パラリンピックあいち選手強化事業」における 

  平成 29 年度オリンピック強化指定選手の推薦について 

 

 表題事業本部（愛知県教育委員会保健体育スポーツ課）より、上記強化指定選手の

推薦についての依頼がありました。競泳委員会で審議し、推薦対象者を下記のように

決定しましたのでお知らせいたします。推薦選手一覧をご確認いただき、漏れている

選手がありましたら申請してください。 

 

記 

 

１、推薦基準   ①2016 年度 インターナショナル選手 

         ②2016 年度 ナショナル選手 

         ③2016 年度 エリート小学生合宿参加者 

         ④2016 年度 オリンピック特別プロジェクト 

                オリンピック候補選手合宿参加有資格者 

         ⑤2016 年度 国体強化指定 A 指定選手 

  2016 年 4 月 1 日〜2017 年 3 月 12 日までの長水路公認記録を対象とします 

 

２、申請締め切り ３月２日（木）締め切り以降ヤマナミチャレンジ、オール学 

         童等で突破した場合は大会終了後速やかに申請してください。  

 

３、申請先    氏名 学年 所属 突破大会 種目 記録 を下記メール 

         アドレスまでお送りください。必ず所属の責任者より送信し 

         てください。 

         送信先：競泳副委員長 八神伸介 stmrk.yagami@gmail.com 

 

４、その他    ・今回より小学生は対象外となります（新年度中学生以上） 

・大学生及び社会人は、①義務教育を本県で過ごした ②活 

動拠点が本県にある ことが条件となります。高校から愛 

知県に所属し、他県の大学に進学した、または進学する予 

定の生徒は除外してあります。 

 ・浜名湾長水路、KONAMI OPEN、秋葉山選手権、イトマン 



           招待等、県外で開催された大会での記録がシステム上、反 

           映されておりません。ご確認いただき申請してください。 

         ・次年度より本県へ所属する選手で上記の推薦基準を満たして 

          いる選手がいましたらお知らせください。 

         ・連盟として推薦いたしますが、認定されるかどうかはわかり   

          ませんのでご承知おきください。                  



インターB 今井　月 豊川高 1 東京特別プロジェクト 増山　美琴 名鉄ＳＳ岩倉 小6

インターD 後藤真由子 神奈川大学 3 東京特別プロジェクト 日極るりか ＭＹＳ名学院 小6

インターD 高橋   美紀 中京大学 3 東京特別プロジェクト 石渡　　遥 名古屋ＳＣ 小6

インターD 小西   杏奈 中京大学 2 東京特別プロジェクト 渡邊華奈江 みよし北 中1

インターD 西津　亜紀 中京大学 1 東京特別プロジェクト 與河　礼奈 ｲﾄﾏﾝ春日井 中1

ナショナル 松原空彩虹 豊川高 高3 東京特別プロジェクト 太田ゆめの 平針 中1

ナショナル 伊藤　悠乃 愛知淑徳高 高2 東京特別プロジェクト 赤尾　奈菜 イトマン中村 中2

ナショナル 新野   杏奈 豊川高 高2 県標準A 伊与田萌々 豊川高 高1

エリート小学生 芳村　りこ KL春日井 小6 県標準A 笠島　大雅 豊川高 高1

エリート小学生 中川　果音 名古屋SC 小6 県標準A 間島亮太郎 日進西高 高1

インターC 川本　武史 中京大学 4 県標準A 高橋　美空 豊川高 高1

インターD 難波    暉 中京大学 2 県標準A 今井　美祈 豊川高 高1

インターD 岩田　睦生 豊川高 高3 県標準A 三浦　恵太 豊川高 高1

ナショナル 伊藤　晃平 名古屋高校 高3 県標準A 竹内　愛貴 豊川高 高1

ナショナル 石川慎之助 中京大中京高 高1 県標準A 福井くるみ 愛知淑徳高 高1

ナショナル 小森　裕太 JSS中川 中3 県標準A 野口　温大 豊川高 高1

ナショナル 永井　翔太 JSS比良 中3 県標準A 碓井　康平 旭丘高 高2

ナショナル 加藤　晃成 豊橋SS 中1 県標準A 洲鎌　匠人 豊川高 高2

東京特別プロジェクト 木下　侑馬 ＢＩＧアミ 小6 県標準A 鶴田　宙也 名古屋高 高2

東京特別プロジェクト 坂本　琉耶 みなとＳＳ 小6 県標準A 島　　賢人 豊川高 高2

東京特別プロジェクト 大嶋　悠生 平針ＳＳ 小6 県標準A 野呂　優花 豊橋ＳＳ 高2

東京特別プロジェクト 杉浦凜汰郎 ＳＳＣ竜城 小6 県標準A 高山　大輝 中京大中京 高3

東京特別プロジェクト 木下　侑馬 ＢＩＧアミ 小6 県標準A 舩橋　拓人 豊川高 高3

東京特別プロジェクト 伊藤　巧遥 名古屋ＳＣ 小6 県標準A 井上　大輔 ＪＳＳ中川 中1

東京特別プロジェクト 加藤　晃成 豊橋ＳＳ 中1 県標準A 安芸　諒介 名鉄ＳＳ刈谷 中3

東京特別プロジェクト 井上　大輔 ＪＳＳ中川 中1 県標準A 木下　大和 ＢＩＧ東海 中3

東京特別プロジェクト 森　　耀平 みなとＳＳ 中2


