
出場競技 氏       名 ﾌﾘｶﾞﾅ 性別
10月11日
現在の年齢 障害区分 種目1 種目2 種目3 備   考

1 陸上競技 前田　究 マエダ　キワム 男 47 肢体不自由 100ｍ 1500ｍ  車いす

2 陸上競技 井手口　勝博 イデグチ　カツヒロ 男 49 視覚障害 100ｍ 200ｍ  伴走

3 陸上競技 元栄　孝典 モトエ　タカノリ 男 31 肢体不自由 50ｍ ジャベリックスロー  

4 陸上競技 東條　悟武 トウジョウ　サトム 男 19 肢体不自由 100ｍ 砲丸投  

5 陸上競技 宮　信太郎 ミヤ　シンタロウ 男 18 聴覚障害 800ｍ 1500ｍ  手話

6 陸上競技 冝喜　天空 ギキ　テンクウ 男 15 肢体不自由 砲丸投 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投  車いす

7 陸上競技 三雲　明美 ミクモ　アケミ 女 59 視覚障害 50ｍ 立幅跳  伴走

8 陸上競技 中西　うらら ナカニシ　ウララ 女 15 肢体不自由 50ｍ ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投  

9 陸上競技 湯浦　沙妃 ユウラ　サキ 女 37 聴覚障害 立幅跳 ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ投  手話

10 陸上競技 今吉　圭三 イマヨシ　ケイゾウ 男 21 知的障害 800ｍ 1500ｍ  

11 陸上競技 久木留　清冴 クキドメ　ショウゴ 男 17 知的障害 100ｍ 走幅跳 4×100mR

12 陸上競技 坂上　楓 サカノウエ　カエデ 男 17 知的障害 50ｍ 200ｍ 4×100mR

13 陸上競技 吉 　健太朗 ヨシワキ　ケンタロウ 男 17 知的障害 50ｍ 立幅跳 4×100mR

14 陸上競技 畑中　雅弥 ハタナカ　マサヤ 男 16 知的障害 50ｍ 走幅跳 4×100mR

15 陸上競技 沖浦　雄子 オキウラ　ユウコ 女 40 知的障害 50ｍ ジャベリックスロー  

16 陸上競技 有馬　佳苗 アリマ　カナエ 女 33 知的障害 50ｍ 立幅跳 4×100mR

17 陸上競技 池田　悠華 イケダ　ユウカ 女 17 知的障害 100ｍ 走幅跳 4×100mR

18 水泳 川井田　翼 カワイダ　ツバサ 男 19 聴覚障害 50ｍ自由形 50ｍ背泳ぎ  手話

19 水泳 小野　奏人 オノ　カナト 男 14 肢体不自由 25ｍ自由形 50ｍ自由形  

20 水泳 満　千恵 ミツ　チエ 女 57 肢体不自由 25ｍ自由形 25ｍ背泳ぎ  

21 水泳 有村　陸 アリムラ　リク 男 21 知的障害 25ｍ自由形 50ｍ自由形  

22 水泳 池上　寛朗 イケウエ　ヒロアキ 男 28 知的障害 25ｍ背泳ぎ 50ｍ背泳ぎ  

23 アーチェリー 永田　道雄 ナガタ　ミチオ 男 62 肢体不自由 車いす

24 卓球 土橋　伸吾 ツチハシ　シンゴ 男 42 肢体不自由

25 卓球 坂口　のり子 サカグチ　ノリコ 女 67 肢体不自由

26 卓球 田口　さゆり タグチ　サユリ 女 36 視覚障害

27 卓球 末吉　航大 スエヨシ　コウダイ 男 15 知的障害

28 卓球 鈴木　公崇 スズキ　ヒロタカ 男 19 知的障害

29 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 花岡　利博 ハナオカ　トシヒロ 男 60 聴覚障害 ディスリート・ファイブ メンズ・スタンディング 手話

30 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 佐久間　伸次 サクマ　シンジ 男 59 聴覚障害 ディスリート・ファイブ メンズ・スタンディング 手話

31 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 清田　ひとみ キヨタ　ヒトミ 女 56 聴覚障害 ディスリート・セブン レディース・スタンディング 手話

32 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 小田　博文 オダ　ヒロフミ 男 51 知的障害 ディスリート・ファイブ メンズ・スタンディング

33 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 池田　剛 イケダ　ツヨシ 男 41 知的障害 ディスリート・ファイブ メンズ・スタンディング

34 ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ 福村　優美 フクムラ　ユミ 女 22 知的障害 ディスリート・ファイブ レディース・スタンディング

35 ボウリング 湯之上　聡 ユノウエ　サトシ 男 36 知的障害

36 ボウリング 小林　岳弘 コバヤシ　タケヒロ 男 25 知的障害

37 ボウリング 福島　雅彦 フクシマ　マサヒコ 男 61 知的障害
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