
 

 

2018年 12月 12日 

JDBA 強化委員会 

半田、河田、高橋、楡木 

 

2019年度の日本代表活動計画 

 

 

日本代表としての出場権を獲得したチームが主体となり、そこにオールジャパン強化指定

選手が加わる形で代表チームを編成し、世界ドラゴンボート選手権（タイ・パタヤ）にお

いて過去最大の選手団の派遣と過去最高の競技成績の獲得を目指す。 

 

＜目標＞ 

第 14回 IDBF世界ドラゴンボート選手権大会において、複数種目でのグランドファイナル

進出及びメダル獲得。オープン・女子・混合・シニアカテゴリーで、スタンダードボー

ト、スモールボート全種目の出場を目標とする。 

 

＜出場権獲得チーム＞ 

 スタンダートボート スモールボート 

オープン ｂｐ ｂｐ 

女子 ＊日本代表選抜 ＊日本代表選抜 

混合 東京龍舟 東京龍舟 

シニア（A/B/C） 東京龍舟 ＊日本代表選抜 

＊該当チームがないため、日本代表強化指定選手及び世界選手権代表選手で編成 

 

＜活動スケジュール＞ 

 男子 女子 混合 

担当 JDBA強化委員 

実施主体チーム 

高橋（半田・河

田・楡木） 

ｂｐ 

楡木（半田・河

田・高橋） 

東京龍舟 

楡木（半田・河

田・高橋） 

東京龍舟 

強化指定選手の追加選考会

及び第 1回強化合宿 

3月 23～24日 

＠大阪/桜ノ宮 

3月 30～31日 

＠東京/東大島 

混合のための選

考会は実施せず 

世界選手権参加希望者によ

る第 2回強化合宿 

4月末 

＠大阪/桜ノ宮 

4月末 

＠東京/東大島 

4月末 

＠東京/東大島 

世界選手権参加希望者によ

る第 3回強化合宿 

⇒世界選手権代表選手決定 

5月末 

＠大阪/桜ノ宮 

5月末 

＠東京/東大島 

5月末 

＠東京/東大島 



 

 

代表選手による第 4回強化

合宿 

6月末 

＠大阪/桜ノ宮 

6月末 

＠東京/東大島 

6月末 

＠東京/東大島 

代表選手による第 5回強化

合宿 

8月上旬 

＠大阪/桜ノ宮 

8月上旬 

＠東京/東大島 

8月上旬 

＠東京/東大島 

第 14回 IDBF世界ドラゴン

ボート選手権大会 

8月 22～25日 

＠タイ/パタヤ 

8月 22～25日 

＠タイ/パタヤ 

8月 22～25日 

＠タイ/パタヤ 

＊シニアカテゴリーについてもチーム編成のための選手選考会を行い、3回程度の強化合

宿を実施したうえで、世界選手権へ参戦する。 

 

＜2019年度オールジャパン強化指定選手リスト＞ 

男子 女子 

氏名 所属チーム 柳 亜沙未 Super Dolphin 

窪田 一磨 ｂｐ 坂井 麗華 Super Dolphin 

木村 航 ｂｐ 津川 紗貴子 Super Dolphin 

林 裕之 ｂｐ 高橋 良実 Super Dolphin 

高橋 雅彦 ｂｐ 篠原 由佳 Super Dolphin 

白神 裕士 ｂｐ 宮本 茉佑 Super Dolphin 

中西 奨 ｂｐ 野間 いつか Super Dolphin 

清水 真人 JNC水俣 汐絵 洋美 Super Dolphin 

千原 正樹 磯風漕友会 二俣 美咲 Super Dolphin 

土井 良介 磯風漕友会 藤川 怜美 関西龍舟 

村越 友樹 磯風漕友会 妹尾 朋子 関西龍舟 

東 正大 磯風漕友会 松田 智子 関西龍舟 

隅田 守明 磯風漕友会 野世 敦子 すいすい丸 

中野 有彦 磯風漕友会 西村 まりな 漕遊人 

池田 秀幸 磯風漕友会 宮本 芙美香 チーム河童 

後藤 貴己 磯風漕友会 熊谷 千草 東京龍舟 

木下 大輔 磯風漕友会 渡邉 真希子 東京龍舟 

隠浪 博之 磯風漕友会 小野 笑佳 東京龍舟 

石黒 央大 関西龍舟 山内 裕子 東京龍舟 

宇津 勇志 関西龍舟 金子 郁美 東京龍舟 

潮平 寛大 チーム匠 柳野 紗智子 東京龍舟 

島袋 展幸 漕遊人   

林田 直樹 津奈木海龍   

新立 誠 津奈木海龍   



 

 

道崎 雄輔 ｂｐ   

川端 祥弘 東海龍舟   

吉田 太郎 東京龍舟   

林 志堅 東京龍舟   

濱元 聖 東京龍舟   

神田 健次 東京龍舟   

 

＜強化指定選手 追加選考会の実施要綱＞ 

 オープン 女子 

開催日時/場所 

 

3月 23～24日 

＠大阪/桜ノ宮 

3月 30～31日 

＠東京/東大島 

追加選考人数 

 

6－10名程度 

 

若干名 

 

トライアウト実施種目及び 

 

 

 

① 50M一人漕 25% 

＊パドル使い、水触りの

うまさ、瞬発力を評価 

② 1分間エルゴ 25% 

(レート 100、負荷ゼロ) 

＊メトロノーム使用、リ

ズム感、筋持久力の評価 

③ 全体漕ぎ/合わせ 50% 

＊チームの雰囲気作りや

積極性、コミュニケーシ

ョン能力も含む 

未決定 

 

 

 

以上 


