
コロンビア共和国パラリンピック水泳選手団の 
出場結果 

 

 

選手名：カルロス ダニエル・セラーノ サラテ 

 プロフィール 

生 年 月 日：1998年8月17日（２３歳） 

競技クラス：SB7,SM7,S7 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子50m自由形 S7】 

・8月31日(火)予選・決勝 

予選(２組)：３位（28.60） 

決勝：２位（27.84） 

【男子100m平泳ぎ SB7】 

・9月1日（水）決勝 

決勝：１位（1:12.01） 

※パラリンピック記録 

【男子50mバタフライ S7】 

・9月3日（金）予選・決勝 

予選(１組)：３位（30.04） 

決勝：３位（29.34） 

【男子200m 個人メドレー SM7】 

・8月27日（金）予選・決勝 

予選(２組)：２位（2:36.11） 

決勝：３位（2:31.58）  

 

 

選手名：サラ・バルガス ブランコ  

 プロフィール 

生 年 月 日：2006年11月16日（１４歳） 

競技クラス：S6 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【女子50m自由形 S6】 

・8月25日(水)予選・決勝 

予選(１組)：３位（33.83） 

決勝：６位（33.97） 

【女子400m自由形 S6】 

・9月2日（木）予選・決勝 

予選(２組)：５位（5:46.87） 

※予選敗退 

【女子100m背泳ぎ S6】 

・9月3日（金）予選・決勝 

予選(１組)：５位（1:30.23） 

※予選敗退 

【女子50mバタフライ S6】 

・8月30日（月）予選・決勝 

予選(２組)：３位（37.80） 

決勝：６位（37.33） 

 



選手名：ダニエル・ヒラルド コレア 

 プロフィール 

生 年 月 日：1984年3月1日（３７歳） 

競技クラス：S12,SB12 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子50m自由形 S13】 

・8月29日(日)予選・決勝 

予選(１組)：７位（25.62） 

※予選敗退 

【男子100m背泳ぎ S12】 

・8月27日（金）決勝 

決勝：７位（1:08.40） 

【男子100m平泳ぎ SB12】 

・9月1日（水）決勝 

決勝：７位（1:14.61） 

【男子100mバタフライ S12】 

・9月3日（金）予選・決勝 

予選(２組)：４位（1:01.77） 

決勝：８位（1:02.42） 

 

 

選手名：ネルソン・クリスピン コルソ 

 プロフィール 

生 年 月 日：1992年5月10日（２９歳） 

競技クラス：S6,SB6,SM6 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子100m自由形 S6】 

・9月1日(水)予選・決勝 

予選(２組)：１位（1:06.85） 

決勝：２位（1:04.82） 

【男子400m自由形 S6】 

・9月2日（木）予選・決勝 

予選(２組)：６位（5:36.25） 

※予選敗退 

【男子100m背泳ぎ S6】 

・9月3日（金）予選・決勝 

予選(３組)：５位（1:22.48） 

※予選敗退 

【男子100m平泳ぎ SB6】 

・8月28日（土）予選・決勝 

予選(２組)：１位（1:20.22） 

決勝：２位（1:20.19） 

【男子50mバタフライ S6】 

・8月30日（月）予選・決勝 

予選(１組)：１位（31.66） 

決勝：３位（31.77） 

【男子200m 個人メドレー SM6】 

・8月26日（木）予選・決勝 

予選(３組)：１位（2:43.07） 

決勝：1位（2:38.12）※世界記録 



 

選手名：ブライアン マウリシオ・トリアナ エレラ 

 プロフィール 

生 年 月 日：1994年4月13日（２７歳） 

競技クラス：SB11 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子100m平泳ぎ SB11】 

・9月1日(水)予選・決勝 

予選(２組)：４位（1:24.87） 

決勝：８位（1:26.16） 

 

選手名：マリア パウラ・バレラ サパタ 

 プロフィール 

生 年 月 日：2001年9月3日（１９歳） 

競技クラス：S10 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【女子50m自由形 S10】 

・8月25日(水)予選・決勝 

予選(１組)：４位（28.57） 

決勝：７位（28.70） 

【女子100m自由形 S10】 

・8月28日(土)予選・決勝 

予選(１組)：３位（1:01.69) 

決勝：６位（1:01.38） 

【女子400m自由形 S10】 

・9月1日(水)決勝 

決勝：５位（4:48.73） 

【女子100m背泳ぎ S10】 

・9月2日(水)予選・決勝 

予選(２組)：６位（1:14.87) 

※予選敗退 

 

【女子100mバタフライ S10】 

・8月31日(火)決勝 

決勝：７位（1:10.92） 

 

選手名：ヒセジュ ナタリア・プラダ パチョン 

 

プロフィール 

生 年 月 日：2001年1月17日（２０歳） 

競技クラス：SB7,SM7 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【女子100m平泳ぎ SB7】 

・9月1日(水)予選・決勝 

予選(１組)：４位（1:42.59） 

決勝：６位（1:41.11） 

【女子200m個人メドレー SM7】 

・8月27日（金）予選・決勝 

予選(２組)：５位（3:31.61） 

決勝：７位（3:29.27） 



選手名：ミゲル アンヘル・リンコン ナルバエス  

 

プロフィール 

生 年 月 日：1994年3月31日（２７歳） 

競技クラス：SB4,S5 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子200m自由形 S5】 

・8月25日(水)予選・決勝 

予選(２組)：６位（3:03.24） 

※予選敗退 

【男子100m平泳ぎ SB4】 

・8月29日(日)予選・決勝 

予選(２組)：４位（1:47.35） 

決勝：７位（1:46.74） 

【男子50mバタフライ S5】 

・8月27日(金)予選・決勝 

予選(２組)：５位（42.18） 

※予選敗退 

 

選手名：モイセス・フエンテス ガルシア 

 

プロフィール 

生 年 月 日：1974年9月22日（４６歳） 

競技クラス：SB4 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子100m平泳ぎ SB4】 

・8月29日(日)予選・決勝 

予選(２組)：１位（1:39.65） 

決勝：２位（1:35.86） 

 

 

選手名：ラウラ カロリナ・ゴンサレス ロドリゲス 

 プロフィール 

生 年 月 日：1999年6月10日（２２歳） 

競技クラス：S8,SM8 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【女子100mバタフライ S8】 

・9月3日(金)決勝 

決勝：３位（1:20.93） 

【女子200m個人メドレー SM8】 

・8月28日(土)予選・決勝 

予選(２組)：３位（3:03.23） 

決勝：４位（3:03.46） 

 

 

 



（東京2020パラリンピック競技大会公式ホームページ参照） 

選手名：リチャード マテオ・ベガ コレチャ 

 プロフィール 

生 年 月 日：2001年1月14日（２０歳） 

競技クラス：S2 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子200m自由形 S2】 

・8月29日(日)予選・決勝 

予選(１組)：６位（5:21.29） 

※予選敗退 

【男子50m背泳ぎ S2】 

・9月2日(木)予選・決勝 

予選(１組)：６位（1:14.10） 

※予選敗退 

【男子100m背泳ぎ S2】 

・8月25日(水)予選・決勝 

予選(１組)：６位（2:38.70） 

※予選敗退 

 

選手名：ルイス エドゥアルド・ロハス オソルノ 

 プロフィール 

生 年 月 日：1970年7月24日（５１歳） 

競技クラス：S1 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子50m背泳ぎ S1】 

・9月2日(木)決勝 

決勝：６位（1:37.53） 

【男子100m背泳ぎ S1】 

・8月25日(水)決勝 

決勝：６位（3:39.25） 

選手名：レイデル アルベイロ・レムス ロハス 

 プロフィール 

生 年 月 日：1987年5月5日（３４歳） 

競技クラス：S11,SB11 

大会出場スケジュール 結 果（タイム） 

【男子100m平泳ぎ SB11】 

・9月1日(水)予選・決勝 

予選(１組)：３位（1:17.47） 

決勝：６位（1:19.47） 

【男子100mバタフライ S11】 

・9月3日(金)予選・決勝 

予選(１組)：５位（1:12.19） 

※予選敗退 


