


山口　龍磨 クライミング 神村　ひより 馬術 赤木　貴昭 木野田　沙帆子
長谷川　勇基 ウィルチェア-ラグビー 金野　由美子 陸上(ブラインドマラソン) 坂上　熙英 中田　悠介
髙橋　勇気 ライフル射撃 石原　正治 パワーリフティング 林　靖晴 中村　澄人
石渡　実香 スキー 江原　信太朗 バスケットボール 桒嶋　姫子 体操 川田　貴章
浅羽　栞 水泳 佐々　紫苑 馬術 加茂　千弦 ウエイト 須長　由季
加藤　慧 テニス 蟹江　良平 岡本　二菜 自転車 吉野　千枝里 ウエイト

山本　翔一 体操 三島　裕介 髙橋　沙也花 フェンシング ガッツチョーク　ジュリアン
安江　勇輝 ウエイト 石黒 雄介 陸上（身体） 佐藤　博乙 原田　紗希
安藤　穂花 ラグビー 大内山　匠 車いすテニス 本間　薫 塚本　岳 ゴルフ
内藤　万愛 水泳 飯束　潮吹 柿原　健晴 川畑　和愛 スケート
上田　浩大 八山　慎司 渡邉　賢次 石井　直美 馬術
権田　陽大 古谷　信玄 神谷　優太 ゴルフ 伊藤　槙紀

小村　日夏理 バスケットボール 山田　信也 ハンドボール 小西　正朗 陸上（身体） 竹田　隆
齋藤　正吾 ウエイト 生駒　早織 田中　光哉 テコンドー 橘　貴啓
鈴木　昭一 パワーリフティング 松島　愛 窪田　晟也 アーチェリー 湯浅　剛
吉田　信一 卓球（肢体） 森本　怜花 小林　裕史 森谷　幸生
松本　詩乃 自転車 渡辺　悠介 カヌー 山口　凌河 飯作　雄太郎 空手
田村　拓也 クレー射撃 髙嶺　直美 トライアスロン 永井　崇匡 柔道 柿原　康晴 クレー射撃
佐古　真礼 大西　瞳 陸上（身体） 倉坂　正人 バレーボール 秋本　健太 スキー
畑橋　拓輝 佐竹　玲奈 体操 関根　葵 ウエイト 齊藤　大起 柔道
紙屋　十磨 ウエイト 村山　仁美 セーリング 津場　恭平 ライフル射撃 村上　舜也 水泳（知的）

辻田　誠一郎 空手 伊波川　彩名 ゴルフ 髙橋　渚 陸上 千脇　貢 車いすバスケ
有安　諒平 ボート 川村 怜 5人制サッカー 水口　知保 清水　理 サッカー

小笠原　匠海 自転車 鎌田　美希 水泳（身体） 山口　愛斗 髙田　茉莉亜 馬術
西田　杏 水泳（身体） 上田　英智 吉田　惇哉 中村　真緒 クライミング

小田島　理恵 車いすバスケ 佐藤　健美 飯村　樹輝弥 大岩　龍一 ゴルフ
山西　桃子 陸上 須永　大護 ボクシング 鈴木　稔弘 黒川　輝衣 スケート
内島　萌夏 テニス 三好　青花 バスケットボール 奥山　理々嘉 バスケットボール 高田　千明 陸上（身体）
杉本　隆大 フェンシング 海保　愛美 吉越　奏詞 馬術 髙橋　利也
梅原　翔琉 サッカー 黒野　葵衣 長尾　智之 水泳（知的） 宮内　良
篠原　光 ボクシング 瀧川　萌美 クライミング 小澤　俊介 サッカー 倉橋　香衣

水谷　友弥 バドミントン 澤田　優蘭 玉木　亜弥 バドミントン 中町　俊耶
秋山　歩花 ラグビー 多川　知希 古山　稀絵 自転車
西　麻依子 トライアスロン 小山　真 カヌー 美谷島　ももか クライミング 鎌田　英嗣 スケート

国分寺 アイクソエ　怜生オーエンス サッカー 加藤  健人 5人制サッカー 植竹　愛海 ゴルフ 宮本　リオン アーチェリー
亀井　理恵子 体操 伊藤　力 テコンドー 池田　大亮 墨田 伊藤　礼博 卓球
日浦　愛佳 卓球 櫻井　雄太 車いすカーリング 渡辺　星那 大武　誠之 水泳
神尾　朱理 バドミントン 小池　岳太 アルペンスキー 渡辺　雄斗 佐藤　南帆 テニス
田形　諒平 テニス 谷口　卓 水泳 岡田　有史 パワーリフティング 斉藤　梨彩子 ボート
松本　裕子 ボッチャ 清水　啓輔 バレーボール 大滝　健太郎 射撃 太郎田　水桜 自転車
笹島　貴明 車いすフェンシング 金光　宏暢 卓球 遠藤　穗 ボート 芝本　航矢 空手
尾野　真歩 空手 竹内　彩貴 ラグビー 鵜飼　聡太 日紫喜　薫 スキー
外山　高広 トライアスロン 濱村　大征 スケートボード 橋本　岳樹 大山　晃司 アーチェリー
川嶋　悠太 ゴールボール 北村　亮太 陸上（知的） 村上　冴来 諏訪　正晃
郡　磨璃 ボート 石橋　元気 柔道 市瀬　達貴 瀬立　モニカ

川村　あんり スキー 八尾　陽夏 ボート 藤田　将徳 齊藤　洋子 シッティングバレー
大森　理生 サッカー 佐々木大輔 射撃 小澤　基 ハンドボール 仙座　北斗 車いすバスケ
小川　仁士 ウィルチェア-ラグビー 岩渕　幸洋 卓球（肢体） 下田　晃裕 馬術 菅野　浩二 車いすテニス
須藤　和希 サッカー 木村  潤平 トライアスロン 浅井　茉琳 荒川 佐藤　駿 ボッチャ
羽諸　大雅 ハンドボール 大嶋　健太 陸上競技 木原　菜々子 佐藤　策太
西　勇輝 陸上（身体） 竹葉　智子 水泳 竹中　真海 弓削　綾登

青木　洋子 陸上(ブラインドマラソン) 家坂　葉光 サッカー 中山　日菜子 古谷　水玖
中澤　隆 トライアスロン 大口　真奈 体操 長谷川　鈴夏 三島　遊

伊藤　麻衣 ウエイト 鶴見　七彩 ラグビー 信澤　用秀 ゴールボール
井上　大地 陸上 樫木　祥子 菊地　咲希 常盤　亨太 サッカー
廣野　零二 サッカー 鴨下　拓弥 平野　夏海 小林　克己 ウエイト
籾井　あき バレーボール 谷川　諒 福島　旺 池上　啓
佐宗　恭 自転車 林　龍一 北條　巧 本多　亜祐美

髙橋　慧斗 安尾　琴乃 ラグビー 服部　和正 中山　賢史朗 トライアスロン
髙橋　駿人 小俣　史温 クライミング 安島　裕 菊池　隆朗 車いすバスケ
佐合　亮太 齊藤　未央 アーチェリー 畠山　洋平 バドミントン 笠井　佳祐 サッカー
関口　徹昭 鈴木　麻生 スキー 藤井　美穂 自転車 染谷　將敬 ボクシング
一ノ瀬　丞 スキー 渡邉　瑠 スケート 半谷　静香 柔道 上村　悠樹 クライミング
嶋﨑　康介 陸上（身体） 木村　雄哉 陸上（知的） 坂口　宥太 ボート 高安　儀和
田中　章仁 5人制サッカー 日向 賢 5人制サッカー 小方　心緒吏 シッティングバレー 柳　英志
市川　友美 ボート 安室　早姫 ゴールボール 石浦　智美 松岡　あかり スケート
鈴木　誠 車いすフェンシング 篠田　匡世 車いすバスケ 森下　友紀 石井　邦明

酒井　由吾 陸上 茶田　ゆきみ 卓球（肢体） 山内　祐介
藤田　譲瑠チマ サッカー 川村　京太 フェンシング 大江　守

川橋　勇太 テニス 大髙　伽弥 クライミング 浦　哲雄
田里　亮稀 ハンドボール 浅見　明太 石川　美沙
穴澤　圭祐 ライフル射撃 伊藤　くるみ 蛭田　健一郎

山田　健一朗 カヌー 伊藤　樹生 樋口　健太郎 パワーリフティング
二ノ井　ほのか アーチェリー 瀧口　将矢 辻内　彩野 水泳（身体）
芳賀　由依 空手 羽村 藤井　雅 体操 加納　慎太郎 車いすフェンシング

中山　彩理香 トライアスロン あきる野 森井　大輝 アルペンスキー
寺西　一 5人制サッカー 瑞穂町 甲斐　瑠夏 トライアスロン

水田　光夏 射撃
ジェンディ　今夢 ウエイト

北詰　明未 ハンドボール
早川　匠 ライフル射撃

渡邉　翔太 ウィルチェア-ラグビー
藤井　桜子 バレーボール
劉　炫慈 ライフル射撃

中嶋　基至 サッカー
蔵本　葵 トライアスロン
七野 一輝 卓球（肢体）

フェンシング

カヌー

卓球（知的）

車いすバスケ

新宿

ボート

千代田

ボート

台東

セーリング

卓球（知的）

クレー射撃

ウィルチェア-ラグビー

中央

葛飾

港

江戸川 陸上（知的）

バドミントン

ボッチャ

バドミントン

ライフル射撃

江東

水泳

ボクシング

昭島

立川
武蔵野

三鷹

品川

目黒

アーチェリー

クレー射撃

文京 ゴールボール

カヌー

大田

世田谷

スケートボード

渋谷

町田

体操

ソフトボール

日野

クライミング

トライアスロン

東久留米

武蔵村山

西東京

八王子
馬術

空手

国立

練馬

狛江

ライフル射撃

ホッケー
板橋

足立

青梅
カヌー

水泳（身体）

多摩

稲城

東村山

調布

中野

杉並

豊島

東大和

サッカー

小金井

小平

府中
サッカー

23区西エリア

23区東エリア

北多摩エリア

南多摩エリア

西多摩エリア

23区西エリア23区西エリア

北

サッカー

卓球

陸上（身体）

ライフル射撃

セーリング

ライフル射撃

アーチェリー

自転車

平成30年度「東京アスリート認定選手」一覧 

  

        

オリ選手 ： 背景塗りつぶし

パラ選手 ： 背景白抜き

※ゆかりの地域は、平成30年10月現在、選手の申告   
  により、現住所または所属先（学校・職場等）を記載。 
   （エリア区分は、視認性確保のため便宜上の区分。） 

～ あなたの地元ゆかりの選手を、応援しませんか！ ～ 

—     東京から 
        世界へはばたけ！  — 

北多摩エリア 23 区西エリア 23 区西エリア 23 区西エリア
立川 山口　龍磨 クライミング

渋谷
神村　ひより 馬術

新宿

赤木　貴昭
ボート

千代田

木野田　沙帆子
ボート長谷川　勇基 ウィルチェア - ラグビー 金野　由美子 陸上（ブラインドマラソン） 坂上　熙英 中田　悠介

武蔵野 髙橋　勇気 ライフル射撃 石原　正治 パワーリフティング 林　靖晴 中村　澄人
石渡　実香 スキー

中野

江原　信太朗 バスケットボール 桒嶋　姫子 体操 川田　貴章 セーリング

三鷹

浅羽　栞 水泳 佐々　紫苑 馬術 加茂　千弦 ウエイト 須長　由季
加藤　慧 テニス 蟹江　良平 ライフル射撃 岡本　二菜 自転車 吉野　千枝里 ウエイト

山本　翔一 体操 三島　裕介 髙橋　沙也花 フェンシング ガッツチョーク ジュリアン フェンシング安江　勇輝 ウエイト 石黒　雄介 陸上（身体） 佐藤　博乙 アーチェリー 原田　紗希
安藤　穂花 ラグビー 大内山　匠 車いすテニス 本間　薫 塚本　岳 ゴルフ

府中

内藤　万愛 水泳

杉並

飯束　潮吹
セーリング

柿原　健晴 クレー射撃 川畑　和愛 スケート
上田　浩大 サッカー 八山　慎司 渡邉　賢次 石井　直美 馬術
権田　陽大 古谷　信玄 神谷　優太 ゴルフ 伊藤　槙紀 卓球（知的）小村　日夏理 バスケットボール 山田　信也 ハンドボール 小西　正朗 陸上（身体） 竹田　隆
齋藤　正吾 ウエイト 生駒　早織

ライフル射撃
田中　光哉 テコンドー 橘　貴啓

車いすバスケ鈴木　昭一 パワーリフティング 松島　愛

文京
窪田　晟也 アーチェリー 湯浅　剛

吉田　信一 卓球（肢体） 森本　怜花 小林　裕史 ゴールボール 森谷　幸生

昭島 松本　詩乃 自転車 渡辺　悠介 カヌー 山口　凌河

中央

飯作　雄太郎 空手
田村　拓也 クレー射撃 髙嶺　直美 トライアスロン 永井　崇匡 柔道 柿原　康晴 クレー射撃

調布

佐古　真礼 サッカー 大西　瞳 陸上（身体）
品川

倉坂　正人 バレーボール 秋本　健太 スキー
畑橋　拓輝

豊島

佐竹　玲奈 体操 関根　葵 ウエイト 齊藤　大起 柔道
紙屋　十磨 ウエイト 村山　仁美 セーリング 津場　恭平 ライフル射撃 村上　舜也 水泳（知的）

辻田　誠一郎 空手 伊波川　彩名 ゴルフ

目黒

髙橋　渚 陸上 千脇　貢 車いすバスケ
有安　諒平 ボート 川村　怜 5 人制サッカー 水口　知保

水泳

港

清水　理 サッカー

小金井
小笠原　匠海 自転車 鎌田　美希 水泳（身体） 山口　愛斗 髙田　茉莉亜 馬術

西田　杏 水泳（身体）

北

上田　英智 サッカー 吉田　惇哉 中村　真緒 クライミング
小田島　理恵 車いすバスケ 佐藤　健美 飯村　樹輝弥 ボクシング 大岩　龍一 ゴルフ

小平
山西　桃子 陸上 須永　大護 ボクシング 鈴木　稔弘 黒川　輝衣 スケート
内島　萌夏 テニス 三好　青花 バスケットボール 奥山　理々嘉 バスケットボール 高田　千明 陸上（身体）
杉本　隆大 フェンシング 海保　愛美 卓球 吉越　奏詞 馬術 髙橋　利也 卓球（知的）

東村山

梅原　翔琉 サッカー 黒野　葵衣 長尾　智之 水泳（知的） 宮内　良
篠原　光 ボクシング 瀧川　萌美 クライミング

大田

小澤　俊介 サッカー 倉橋　香衣 ウィルチェア - ラグビー水谷　友弥 バドミントン 澤田　優蘭 陸上（身体） 玉木　亜弥 バドミントン 中町　俊耶
秋山　歩花 ラグビー 多川　知希 古山　稀絵 自転車 23 区東エリア
西　麻依子 トライアスロン 小山　真 カヌー 美谷島　ももか クライミング 台東 鎌田　英嗣 スケート

国分寺 アイクソエ  怜生オーエンス サッカー 加藤  健人 5 人制サッカー 植竹　愛海 ゴルフ 宮本　リオン アーチェリー

国立
亀井　理恵子 体操 伊藤　力 テコンドー 池田　大亮

スケートボード
墨田 伊藤　礼博 卓球

日浦　愛佳 卓球 櫻井　雄太 車いすカーリング 渡辺　星那

江東

大武　誠之 水泳
神尾　朱理 バドミントン 小池　岳太 アルペンスキー 渡辺　雄斗 佐藤　南帆 テニス

狛江
田形　諒平 テニス

板橋

谷口　卓 水泳 岡田　有史 パワーリフティング 斉藤　梨彩子 ボート
松本　裕子 ボッチャ 清水　啓輔 バレーボール 大滝　健太郎 射撃 太郎田　水桜 自転車
笹島　貴明 車いすフェンシング 金光　宏暢 卓球

世田谷

遠藤　穗 ボート 芝本　航矢 空手

東大和
尾野　真歩 空手 竹内　彩貴 ラグビー 鵜飼　聡太

ホッケー
日紫喜　薫 スキー

外山　高広 トライアスロン 濱村　大征 スケートボード 橋本　岳樹 大山　晃司 アーチェリー
川嶋　悠太 ゴールボール 北村　亮太 陸上（知的） 村上　冴来 諏訪　正晃 カヌー

東久留米 郡　磨璃 ボート 石橋　元気 柔道 市瀬　達貴 体操 瀬立　モニカ
川村　あんり スキー 八尾　陽夏 ボート 藤田　将徳 齊藤　洋子 シッティングバレー

武蔵村山 大森　理生 サッカー 佐々木　大輔 射撃 小澤　基 ハンドボール 仙座　北斗 車いすバスケ
小川　仁士 ウィルチェア - ラグビー 岩渕　幸洋 卓球（肢体） 下田　晃裕 馬術 菅野　浩二 車いすテニス

西東京

須藤　和希 サッカー 木村  潤平 トライアスロン 浅井　茉琳

ソフトボール

荒川 佐藤　駿 ボッチャ
羽諸　大雅 ハンドボール

練馬

大嶋　健太 陸上競技 木原　菜々子

足立
佐藤　策太 バドミントン西　勇輝 陸上（身体） 竹葉　智子 水泳 竹中　真海 弓削　綾登

青木　洋子 陸上（ブラインドマラソン） 家坂　葉光 サッカー 中山　日菜子 古谷　水玖 カヌー
中澤　隆 トライアスロン 大口　真奈 体操 長谷川　鈴夏 信澤　用秀 ゴールボール
南多摩エリア 伊藤　麻衣 ウエイト 鶴見　七彩 ラグビー

葛飾

常盤　亨太 サッカー

八王子

井上　大地 陸上 樫木　祥子 自転車 菊地　咲希 クライミング 小林　克己 ウエイト
廣野　零二 サッカー 鴨下　拓弥 平野　夏海 池上　啓 ライフル射撃籾井　あき バレーボール 谷川　諒 ライフル射撃 福島　旺 トライアスロン 本多　亜祐美
佐宗　恭 自転車 林　龍一 北條　巧 中山　賢史朗 トライアスロン

髙橋　慧斗 馬術 安尾　琴乃 ラグビー 服部　和正 アーチェリー 菊池　隆朗 車いすバスケ
髙橋　駿人 小俣　史温 クライミング 安島　裕

江戸川

笠井　佳祐 サッカー
佐合　亮太 空手 齊藤　未央 アーチェリー 畠山　洋平 バドミントン 染谷　將敬 ボクシング
関口　徹昭 鈴木　麻生 スキー 藤井　美穂 自転車 上村　悠樹 クライミング
一ノ瀬　丞 スキー 渡邉　瑠 スケート 半谷　静香 柔道 高安　儀和 クレー射撃嶋﨑　康介 陸上（身体） 木村　雄哉 陸上（知的） 坂口　宥太 ボート 柳　英志
田中　章仁 5 人制サッカー 日向　賢 5 人制サッカー 小方　心緒吏 シッティングバレー 松岡　あかり スケート
市川　友美 ボート 安室　早姫 ゴールボール 石浦　智美 水泳（身体） 石井　邦明 陸上（知的）鈴木　誠 車いすフェンシング 篠田　匡世 車いすバスケ 森下　友紀 山内　祐介

町田

酒井　由吾 陸上 西多摩エリア 茶田　ゆきみ 卓球（肢体） 大江　守 バドミントン藤田　譲瑠チマ サッカー

青梅

川村　京太 フェンシング 浦　哲雄
川橋　勇太 テニス 大髙　伽弥 クライミング 石川　美沙 ボッチャ田里　亮稀 ハンドボール 浅見　明太

カヌー

蛭田　健一郎
穴澤　圭祐 ライフル射撃 伊藤　くるみ 樋口　健太郎 パワーリフティング

山田　健一朗 カヌー 伊藤　樹生 辻内　彩野 水泳（身体）
二ノ井　ほのか アーチェリー 瀧口　将矢 加納　慎太郎 車いすフェンシング

芳賀　由依 空手 三島　遊
中山　彩理香 トライアスロン 羽村 藤井　雅 体操

寺西　一 5 人制サッカー あきる野 森井　大輝 アルペンスキー
水田　光夏 射撃 瑞穂町 甲斐　瑠夏 トライアスロン

日野
ジェンディ　今夢 ウエイト

北詰　明未 ハンドボール
早川　匠 ライフル射撃

渡邉　翔太 ウィルチェア - ラグビー

多摩 藤井　桜子 バレーボール
劉　炫慈 ライフル射撃

稲城
中嶋　基至 サッカー
蔵本　葵 トライアスロン

七野　一輝 卓球（肢体） スポーツ推進大使　ゆりーと 古紙配合率70%再生紙を使用しています

※ ゆかりの地域は、 平成 30 年 10 月現在、 選手の申告

により、 現住所または所属先 （学校・職場等） を記載。

（エリア区分は、 視認性確保のため便宜上の区分。）

山口　龍磨 クライミング 神村　ひより 馬術 赤木　貴昭 木野田　沙帆子
長谷川　勇基 ウィルチェア-ラグビー 金野　由美子 陸上(ブラインドマラソン) 坂上　熙英 中田　悠介
髙橋　勇気 ライフル射撃 石原　正治 パワーリフティング 林　靖晴 中村　澄人
石渡　実香 スキー 江原　信太朗 バスケットボール 桒嶋　姫子 体操 川田　貴章
浅羽　栞 水泳 佐々　紫苑 馬術 加茂　千弦 ウエイト 須長　由季
加藤　慧 テニス 蟹江　良平 岡本　二菜 自転車 吉野　千枝里 ウエイト

山本　翔一 体操 三島　裕介 髙橋　沙也花 フェンシング ガッツチョーク　ジュリアン
安江　勇輝 ウエイト 石黒 雄介 陸上（身体） 佐藤　博乙 原田　紗希
安藤　穂花 ラグビー 大内山　匠 車いすテニス 本間　薫 塚本　岳 ゴルフ
内藤　万愛 水泳 飯束　潮吹 柿原　健晴 川畑　和愛 スケート
上田　浩大 八山　慎司 渡邉　賢次 石井　直美 馬術
権田　陽大 古谷　信玄 神谷　優太 ゴルフ 伊藤　槙紀

小村　日夏理 バスケットボール 山田　信也 ハンドボール 小西　正朗 陸上（身体） 竹田　隆
齋藤　正吾 ウエイト 生駒　早織 田中　光哉 テコンドー 橘　貴啓
鈴木　昭一 パワーリフティング 松島　愛 窪田　晟也 アーチェリー 湯浅　剛
吉田　信一 卓球（肢体） 森本　怜花 小林　裕史 森谷　幸生
松本　詩乃 自転車 渡辺　悠介 カヌー 山口　凌河 飯作　雄太郎 空手
田村　拓也 クレー射撃 髙嶺　直美 トライアスロン 永井　崇匡 柔道 柿原　康晴 クレー射撃
佐古　真礼 大西　瞳 陸上（身体） 倉坂　正人 バレーボール 秋本　健太 スキー
畑橋　拓輝 佐竹　玲奈 体操 関根　葵 ウエイト 齊藤　大起 柔道
紙屋　十磨 ウエイト 村山　仁美 セーリング 津場　恭平 ライフル射撃 村上　舜也 水泳（知的）

辻田　誠一郎 空手 伊波川　彩名 ゴルフ 髙橋　渚 陸上 千脇　貢 車いすバスケ
有安　諒平 ボート 川村 怜 5人制サッカー 水口　知保 清水　理 サッカー

小笠原　匠海 自転車 鎌田　美希 水泳（身体） 山口　愛斗 髙田　茉莉亜 馬術
西田　杏 水泳（身体） 上田　英智 吉田　惇哉 中村　真緒 クライミング

小田島　理恵 車いすバスケ 佐藤　健美 飯村　樹輝弥 大岩　龍一 ゴルフ
山西　桃子 陸上 須永　大護 ボクシング 鈴木　稔弘 黒川　輝衣 スケート
内島　萌夏 テニス 三好　青花 バスケットボール 奥山　理々嘉 バスケットボール 高田　千明 陸上（身体）
杉本　隆大 フェンシング 海保　愛美 吉越　奏詞 馬術 髙橋　利也
梅原　翔琉 サッカー 黒野　葵衣 長尾　智之 水泳（知的） 宮内　良
篠原　光 ボクシング 瀧川　萌美 クライミング 小澤　俊介 サッカー 倉橋　香衣

水谷　友弥 バドミントン 澤田　優蘭 玉木　亜弥 バドミントン 中町　俊耶
秋山　歩花 ラグビー 多川　知希 古山　稀絵 自転車
西　麻依子 トライアスロン 小山　真 カヌー 美谷島　ももか クライミング 鎌田　英嗣 スケート

国分寺 アイクソエ　怜生オーエンス サッカー 加藤  健人 5人制サッカー 植竹　愛海 ゴルフ 宮本　リオン アーチェリー
亀井　理恵子 体操 伊藤　力 テコンドー 池田　大亮 墨田 伊藤　礼博 卓球
日浦　愛佳 卓球 櫻井　雄太 車いすカーリング 渡辺　星那 大武　誠之 水泳
神尾　朱理 バドミントン 小池　岳太 アルペンスキー 渡辺　雄斗 佐藤　南帆 テニス
田形　諒平 テニス 谷口　卓 水泳 岡田　有史 パワーリフティング 斉藤　梨彩子 ボート
松本　裕子 ボッチャ 清水　啓輔 バレーボール 大滝　健太郎 射撃 太郎田　水桜 自転車
笹島　貴明 車いすフェンシング 金光　宏暢 卓球 遠藤　穗 ボート 芝本　航矢 空手
尾野　真歩 空手 竹内　彩貴 ラグビー 鵜飼　聡太 日紫喜　薫 スキー
外山　高広 トライアスロン 濱村　大征 スケートボード 橋本　岳樹 大山　晃司 アーチェリー
川嶋　悠太 ゴールボール 北村　亮太 陸上（知的） 村上　冴来 諏訪　正晃
郡　磨璃 ボート 石橋　元気 柔道 市瀬　達貴 瀬立　モニカ

川村　あんり スキー 八尾　陽夏 ボート 藤田　将徳 齊藤　洋子 シッティングバレー
大森　理生 サッカー 佐々木大輔 射撃 小澤　基 ハンドボール 仙座　北斗 車いすバスケ
小川　仁士 ウィルチェア-ラグビー 岩渕　幸洋 卓球（肢体） 下田　晃裕 馬術 菅野　浩二 車いすテニス
須藤　和希 サッカー 木村  潤平 トライアスロン 浅井　茉琳 荒川 佐藤　駿 ボッチャ
羽諸　大雅 ハンドボール 大嶋　健太 陸上競技 木原　菜々子 佐藤　策太
西　勇輝 陸上（身体） 竹葉　智子 水泳 竹中　真海 弓削　綾登

青木　洋子 陸上(ブラインドマラソン) 家坂　葉光 サッカー 中山　日菜子 古谷　水玖
中澤　隆 トライアスロン 大口　真奈 体操 長谷川　鈴夏 三島　遊

伊藤　麻衣 ウエイト 鶴見　七彩 ラグビー 信澤　用秀 ゴールボール
井上　大地 陸上 樫木　祥子 菊地　咲希 常盤　亨太 サッカー
廣野　零二 サッカー 鴨下　拓弥 平野　夏海 小林　克己 ウエイト
籾井　あき バレーボール 谷川　諒 福島　旺 池上　啓
佐宗　恭 自転車 林　龍一 北條　巧 本多　亜祐美

髙橋　慧斗 安尾　琴乃 ラグビー 服部　和正 中山　賢史朗 トライアスロン
髙橋　駿人 小俣　史温 クライミング 安島　裕 菊池　隆朗 車いすバスケ
佐合　亮太 齊藤　未央 アーチェリー 畠山　洋平 バドミントン 笠井　佳祐 サッカー
関口　徹昭 鈴木　麻生 スキー 藤井　美穂 自転車 染谷　將敬 ボクシング
一ノ瀬　丞 スキー 渡邉　瑠 スケート 半谷　静香 柔道 上村　悠樹 クライミング
嶋﨑　康介 陸上（身体） 木村　雄哉 陸上（知的） 坂口　宥太 ボート 高安　儀和
田中　章仁 5人制サッカー 日向 賢 5人制サッカー 小方　心緒吏 シッティングバレー 柳　英志
市川　友美 ボート 安室　早姫 ゴールボール 石浦　智美 松岡　あかり スケート
鈴木　誠 車いすフェンシング 篠田　匡世 車いすバスケ 森下　友紀 石井　邦明

酒井　由吾 陸上 茶田　ゆきみ 卓球（肢体） 山内　祐介
藤田　譲瑠チマ サッカー 川村　京太 フェンシング 大江　守

川橋　勇太 テニス 大髙　伽弥 クライミング 浦　哲雄
田里　亮稀 ハンドボール 浅見　明太 石川　美沙
穴澤　圭祐 ライフル射撃 伊藤　くるみ 蛭田　健一郎

山田　健一朗 カヌー 伊藤　樹生 樋口　健太郎 パワーリフティング
二ノ井　ほのか アーチェリー 瀧口　将矢 辻内　彩野 水泳（身体）
芳賀　由依 空手 羽村 藤井　雅 体操 加納　慎太郎 車いすフェンシング

中山　彩理香 トライアスロン あきる野 森井　大輝 アルペンスキー
寺西　一 5人制サッカー 瑞穂町 甲斐　瑠夏 トライアスロン

水田　光夏 射撃
ジェンディ　今夢 ウエイト

北詰　明未 ハンドボール
早川　匠 ライフル射撃

渡邉　翔太 ウィルチェア-ラグビー
藤井　桜子 バレーボール
劉　炫慈 ライフル射撃

中嶋　基至 サッカー
蔵本　葵 トライアスロン
七野 一輝 卓球（肢体）

フェンシング

カヌー

卓球（知的）

車いすバスケ

新宿

ボート

千代田

ボート

台東

セーリング

卓球（知的）

クレー射撃

ウィルチェア-ラグビー

中央

葛飾

港

江戸川 陸上（知的）

バドミントン

ボッチャ

バドミントン

ライフル射撃

江東

水泳

ボクシング

昭島

立川
武蔵野

三鷹

品川

目黒

アーチェリー

クレー射撃

文京 ゴールボール

カヌー

大田

世田谷

スケートボード

渋谷

町田

体操

ソフトボール

日野

クライミング

トライアスロン

東久留米

武蔵村山

西東京

八王子
馬術

空手

国立

練馬

狛江

ライフル射撃

ホッケー
板橋

足立

青梅
カヌー

水泳（身体）

多摩

稲城

東村山

調布

中野

杉並

豊島

東大和

サッカー

小金井

小平

府中
サッカー

23区西エリア

23区東エリア

北多摩エリア

南多摩エリア

西多摩エリア

23区西エリア23区西エリア

北

サッカー

卓球

陸上（身体）

ライフル射撃

セーリング

ライフル射撃

アーチェリー

自転車

平成30年度「東京アスリート認定選手」一覧 

  

        

オリ選手 ： 背景塗りつぶし

パラ選手 ： 背景白抜き

※ゆかりの地域は、平成30年10月現在、選手の申告   
  により、現住所または所属先（学校・職場等）を記載。 
   （エリア区分は、視認性確保のため便宜上の区分。） 

～ あなたの地元ゆかりの選手を、応援しませんか！ ～ 

—     東京から 
        世界へはばたけ！  — 

平成30年度「東京アスリート認定選手」一覧
～ あなたの地元ゆかりの選手を応援しませんか！～


