
No. 競技 氏名 ふりがな 性別 年齢 障害区分 種目1 種目2 種目3 備考

1 陸上競技 中　淳也 なかじゅんや 男 27 肢体不自由 砲丸投 ソフトボール投

2 陸上競技 新地　亮平 しんちりょうへい 男 37 肢体不自由 200m 800m 車いす

3 陸上競技 内立元　亮祐 うちたてもとりょうすけ 男 15 聴覚障害 砲丸投 ソフトボール投 手話

4 陸上競技 丸野　光男 まるのみつお 男 65 視覚障害 800m 1500m 伴走

5 陸上競技 齋藤　正明 さいとうまさあき 男 69 肢体不自由 スラローム ジャベリックスロー 車椅子

6 陸上競技 塰泊　保成 あまどまりやすなり 男 41 肢体不自由 砲丸投 ソフトボール投

7 陸上競技 水迫　智宏 みずさこともひろ 男 40 肢体不自由 スラローム ビーンバッグ投 車いす

8 陸上競技 樋口　美穗 ひぐちみほ 女 21 視覚障害 50m 立幅跳

9 陸上競技 中野　琴絵 なかのことえ 女 19 聴覚障害 走幅跳 ジャベリックスロー 手話

10 陸上競技 中西　うらら なかにしうらら 女 16 肢体不自由 50m ソフトボール投

11 陸上競技 田中　鈴那 たなかすずな 女 18 肢体不自由 50m スラローム 車いす

12 陸上競技 上脇　惠 かみわきめぐみ 女 41 聴覚障害 砲丸投 ソフトボール投 手話

13 陸上競技 宮田　裕大 みやたゆうだい 男 19 知的障害 100m 400m 4×100mリレー

14 陸上競技 宮之原　誓弥 みやのはらせいや 男 19 知的障害 800m 1500m

15 陸上競技 坂上　楓 さかのうえかえで 男 17 知的障害 100m 200m 4×100mリレー

16 陸上競技 畑中　雅弥 はたなかまさや 男 17 知的障害 50m 走幅跳 4×100mリレー

17 陸上競技 関山　一也 せきやまかずや 男 27 知的障害 50m 立幅跳 4×100mリレー

18 陸上競技 柳村　照生 やなぎむらてるお 男 39 知的障害 50m 立幅跳

19 陸上競技 飯牟禮　弥耶 いいむれみや 女 16 知的障害 50m ジャベリックスロー

20 陸上競技 池田　悠華 いけだゆうか 女 17 知的障害 100m 走幅跳 4×100mリレー

21 陸上競技 草原　久美 くさはらくみ 女 40 知的障害 50m 走幅跳

22 陸上競技 久保　理香 くぼりか 女 40 知的障害 50m 200m 4×100mリレー

23 水泳 小野　奏人 おのかなと 男 14 肢体不自由 25m自由形 50m自由形

24 水泳 川井田　翼 かわいだつばさ 男 19 聴覚障害 50m背泳ぎ 50m自由形 手話

25 水泳 惠　朝子 めぐみあさこ 女 38 肢体不自由 25m自由形 50m背泳ぎ 車いす

26 水泳 宮崎　裕介 みやざきゆうすけ 男 17 知的障害 25m平泳ぎ 50m平泳ぎ

27 水泳 有村　陸 ありむらりく 男 21 知的障害 25m自由形 50m自由形

28 水泳 池上　寛朗 いけうえひろあき 男 28 知的障害 25m自由形 50m自由形

29 アーチェリー 満　武久 みつたけひさ 男 58 肢体不自由 杖

30 卓球 田中　正信 たなかまさのぶ 男 59 肢体不自由

31 卓球 隆　良人 たかしよしと 男 63 聴覚障害

32 卓球 立山　義雄 たちやまよしお 男 70 視覚障害

33 卓球 中宮　恵子 なかみやけいこ 女 62 視覚障害

34 卓球 末吉　航大 すえよしこうだい 男 16 知的障害

35 卓球 田島　興太郎 たしまこうたろう 男 23 知的障害

36 卓球 鈴木　公崇 すずきひろたか 男 20 知的障害

37 卓球 小島　武 こじまたける 男 24 精神障害

38 卓球 浦　圭輔 うらけいすけ 男 29 精神障害

39 フライングディスク 持留　慎吾 もちどめしんご 男 35 肢体不自由 アキュラシー・ディスリート・7 メンズ・スタンディング

40 フライングディスク 里島　光一郎 さとしまこういちろう 男 78 肢体不自由 アキュラシー・ディスリート・5 メンズ・スタンディング

41 フライングディスク 花岡　利博 はなおかとしひろ 男 61 聴覚障害 アキュラシー・ディスリート・7 メンズ・スタンディング 手話

42 フライングディスク 池田　チヅ子 いけだちづこ 女 71 肢体不自由 アキュラシー・ディスリート・5 レディース・スタンディング

43 フライングディスク 田中　勝子 たなかかつこ 女 74 肢体不自由 アキュラシー・ディスリート・5 レディース・シティング・シティング 車いす

44 フライングディスク 大平　勝也 おおひらかつや 男 19 知的障害 アキュラシー・ディスリート・5 メンズ・スタンディング

45 フライングディスク 長野　竜二 ながのりゅうじ 男 18 知的障害 アキュラシー・ディスリート・5 メンズ・スタンディング

46 フライングディスク 久永　仁 ひさながひとし 男 54 知的障害 アキュラシー・ディスリート・5 メンズ・スタンディング

47 フライングディスク 今門　直子 いまかどなおこ 女 44 知的障害 アキュラシー・ディスリート・5 レディース・スタンディング

48 ボウリング 泉　雄斗 いずみゆうと 男 19 知的障害

49 ボウリング 山本　宗一郎 やまもとそういちろう 男 25 知的障害

50 ボウリング 髙橋　和万 たかはしかずま 男 31 知的障害

51 ボウリング 堀添　史浩 ほりぞえふみひろ 男 21 知的障害
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※年齢は申込み時のものによる


