8／25（火）開幕
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に注目を。“水上のF1”とも例えられる、迫力を楽しんで

最大の武器。たくさんの方が応援に来てくれるので、“一
人じゃない”と思えて心強いです。地元でのメダル獲得を
実現できるよう、前に突き進みます！」
。みんなで熱い声
援を送りましょう。
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競泳選手たちは、タイムが拮抗する世界最高峰の舞

全国から寄せられた携帯電話などの使用済み小型

熱戦の舞台となるのは、瀬立選手が生まれ育った江東区
にある海の森水上競技場です。
「地元開催は私にとって

水泳（競泳、水球、アーティスティックスイミング、飛込）

東京2020オリンピックメダル

パラリンピックのカヌー競技は、9月3日
（木）
から開催。

瀬立モニカ選手

Profile

江東区カヌー協会所属。中学生の頃からカヌーに親しむ。高校生の時、
体育の授業でけがをして車いす生活に。リハビリを経て、パラカヌー
選手として競技に復帰。カヌーがパラリンピックの正式種目となったリ
オデジャネイロ2016大会に出場し、8位入賞を果たす。

の ぐちあき よ

馬術（総合馬術：クロスカントリー）
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まつ した もも た ろう

語ります。また、
「観戦する皆さんは、カヌーのスピード

にし こり けい

カヌー（スプリント）

瀬立モニカ選手は、東京2020パラリンピックのカヌー
の魅力を「障がいがあっても水の上では自由。健常者と同

スポーツクライミング

バスケットボール（3×3）

東京2020大会から採用される新競技。
むらあお り

カヤックL1クラスに出場内定を決めた22歳。パラカヌー

なかむら り む

江東区出身の堀米雄斗選手をはじめ、西

ほりごめゆう と

この選手
に注目！

自転車（BMXレーシング、フリースタイル）

で、長身の選手がボールをアタックする

スケートボード
“ 水上の F1” の迫力を楽しんで！

この競技
に注目！

※記事の内容は 2020 年 2 月 5 日現在

き むらけいいち

や、還暦を迎える仲喜嗣選手がメダルを

水で日本の自然を表現し

いよいよ今夏に迫った、4 年に 1 度のスポーツの祭典。
江東区は10 会場で、オリンピック 12 競技、パラリンピック 8 競技が行われます。
区内で開催される競技の注目選手や見どころなどを紹介します。
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東京1964大会から出場して以来、これ

なかよしつぐ

かなめ

こうとうで楽しむ徹底ガイド
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まで多数のメダルを獲得。リオ2016大
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東京2020オリンピック・
パラリンピック
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家電から金属を抽出し、それらを原材料に製作されま

手にメダルの期待がかかります。
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体が縦横無尽に行き交い、激しくぶつかり合います。
リオ2016大会で銅メダルのアーティスティックスイ

オリンピックメダルのおもて面は、勝利の女神ニケ。

ミングは、さらに上のメダル獲得に挑戦します。
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飛込の魅力は「一瞬の美」
。寺内健選手・坂井丞選手

イメージした“光と輝き”が表現されています。

み かみ さ や か
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あら い まつ り

ペア、三上紗也可選手、荒井祭里選手の演技に注目。
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