
2021/09/08 9:53 パラリンピック ボート 混合舵⼿つきフォア ⽇本は12位 | パラボート | NHKニュース

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210829/k10013230441000.html?utm_int=word_contents_list-items_001&word_result=パラボート 1/4

パラリンピック ボート 混合舵⼿つきフォア
⽇本は12位
2021年8⽉29⽇ 13時05分  

東京パラリンピックのボートは順位決定戦が⾏われ、⼥⼦シングルスカルで市川友美選⼿

が11位、混合舵⼿つきフォアで⽇本チームは12位でした。

シングルスカル 市川友美は11位

東京パラリンピックのボートは東京 江東区の海の森⽔上競技場で各種⽬の決勝と順位決

定戦が⾏われました。

⼥⼦シングルスカルに出場した市川選⼿は、7位から12位を決めるレースに出場しまし

た。

市川選⼿は序盤から先頭の選⼿を追いかける展開となり、14分14秒59のタイムでこのレ

ースの5着、全体の11位でした。
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市川選⼿は「もっと楽しみたかったが、あまり余裕はなかった。世界との壁も感じたし、

⾜りないところも⾒えてきた。道具のセッティングから⾒直して、どうすれば速くなれる

かをしっかり考えていきたい」と次のパリ⼤会を⾒据えて話していました。

また、コロナ禍での⼤会については「いろいろな⼈の協⼒で開催していただいたと思う

し、ボランティアの皆さんもとても温かく迎えてくれた。本当に感謝しかない」と話して

いました。

⼥⼦シングルスカルの優勝はノルウェーのビルギット・ロビセ・レクムスカースタイン選

⼿でした。

混合舵⼿つきフォアには⽇本から有安諒平選⼿、⻄岡利拡選⼿、⽊村由選⼿、⼋尾陽夏選

⼿、それに競技パートナーの⽴⽥寛之選⼿が出場し、7位から12位を決めるレースに出場

しました。

⽇本は8分36秒89でこのレースの6着、全体の12位でした。 

混合舵⼿つきフォアはイギリスが優勝しました。

混合舵⼿つきフォアの⽇本チーム最年⻑の49歳、⻄岡利拡選⼿は「⾃分たちのしっかり

としたこぎができず、最後に悔しいレースになった。不完全燃焼の部分もあるので、次の

⼤会も⽬指したい」と話していました。

そしてコロナ禍での⼤会について「世界中が⼤変な時にパラリンピックが開催され、いろ

いろな⽅々の協⼒ですばらしい舞台でレースができたことには感謝しかない」と話してい

ました。

有安諒平選⼿は「順位を1つでも上げたかったが、結果は1歩及ばず、シンプルに⾮常に

悔しい。この結果を受け⽌めて、必ずメダルが取れる⽇本チームになるよう、結果をつな

げていきたい」と涙ながらに話していました。

チーム最年少の17歳、⽊村由選⼿は「とても悔しいが、みんなが全⼒を出し切ったのは

よかった。このチームで⼤きな舞台に⽴つことができて唯⼀無⼆のチームメートだ。今回

の悔しさを糧にして全員で⼒を合わせて成⻑していきたい」と話していました。

アクセスランキング

この24時間に多く読まれている記事です
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東京都 新型コロナ 16⼈死亡 1629⼈
感染確認 重症者260⼈
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2
愛知 野外⾳楽フェス
経産省が補助⾦取り消
し 感染対策不⼗分

3
愛知 常滑の野外⾳楽
フェスでクラスター発
⽣ 酒提供などで批判

4
航空⾃衛隊 岐⾩基地
で航空機が滑⾛路を逸
脱 けが⼈の情報なし

5
緊急事態宣⾔ ⾸都圏
など都市部は延⻑か
政府 医療重視し検討
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東京パラリンピック
が教えてくれたこ
と 9⽉7⽇

「あの頃に戻りたく
ない」共存を模索す
る欧⽶ 9⽉7⽇

⼦どものマスク着⽤
でなぜ対⽴︖
9⽉7⽇

マネロン最前線 尽
きぬテロ資⾦ 9・11
から20年 9⽉6⽇

上智⼤⽣殺害から25
年 新証⾔が

１からわかる︕新型
コロナ ⼀体、いつ
まで続くの︖

東京2020オリンピ
ック・パラリンピッ
ク

こんな⼈がいる会社
に就職したい︕「理
想の⼈事担当者」ラ
ンキング

⽴候補断念の衝撃
何が菅を変えたの
か︖ ⾃⺠党総裁選

パラリンピック “⽚
翼の⼩さな⾶⾏
機”が⾒つけたもの

【詳しくわかる】⾃
⺠党総裁選2021 ⽇
程 仕組みは︖

看板が倒れてきて
私は“⾞いすのアイ
ドル”になった

⼋尾陽夏選⼿は「正直、悔しい。今まで練習したことができたところもあったが、中盤か

ら後半に向けて1つになることが難しかった。競技はまだまだ進化していくと思うので、

引き続き応援をお願いしたい」と話していました。

かじ取り役のコックスとして出場した競技パートナーの⽴⽥寛之選⼿は「⼤会が延期され

た当初は、1年後にこの舞台に⽴てていることが想像できなかった。お世話になった⽅に

感謝して、胸を張って帰りたい。この5⼈でレースができてうれしく思う」と話していま

した
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