
＊年齢は2021年8月24日（開会式）時点のものです。

（2021/07/02現在）

No. 氏 名 性別 年齢 現住所 クラブ・チーム名 勤務先・学校名

1 アーチェリー 1 上山 友裕 うえやま ともひろ 男 33 大阪府東大阪市 大阪市アーチェリー協会 三菱電機株式会社

2 2 大山 晃司 おおやま こうじ 男 29 東京都江東区 葛飾区アーチェリー協会 警視庁

3 3 岡崎 愛子 おかざき あいこ 女 35 東京都港区
一般社団法人

日本身体障害者アーチェリー連盟

4 4 重定 知佳 しげさだ ちか 女 38 福岡県北九州市若松区 林テレンプ株式会社 林テレンプ株式会社

5 5 永野 美穂 ながの みほ 女 42 愛媛県今治市
愛媛県

パラアーチェリー協会
大同生命保険株式会社

6 6 長谷川 貴大 はせがわ たかひろ 男 32 千葉県船橋市
日本テレビ放送網

株式会社
日本テレビ放送網

株式会社

7 7 宮本 リオン みやもと りおん 男 37 東京都葛飾区
台東区

アーチェリー協会
株式会社テー・オー・

ダブリュー

8 陸上競技 1 赤井 大樹 あかい だいき 男 22 奈良県橿原市 十川ゴム
株式会社十川ゴム

奈良工場

9 2 石田 駆 いしだ かける 男 22 岐阜県各務原市 愛知学院大学（学生） 愛知学院大学（学生）

10 3 伊藤 智也 いとう ともや 男 58 三重県鈴鹿市 バイエル薬品 バイエル薬品株式会社

11 4 岩田 悠希 いわた ゆうき 男 22 千葉県流山市
one's Para Athlete

Club
あずさオフィスメイト

株式会社

12 5 上与那原 寛和 うえよなばる ひろかず 男 50 沖縄県沖縄市 SMBC日興証券 SMBC日興証券株式会社

13 6 大矢 勇気 おおや ゆうき 男 39 兵庫県西宮市
ニッセイ・

ニュークリエーション
株式会社ニッセイ・

ニュークリエーション

14 7 唐澤 剣也 からさわ けんや 男 27 群馬県前橋市 群馬県社会福祉事業団 群馬県社会福祉事業団

15 8 喜納 翼 きな つばさ 女 31 沖縄県うるま市 タイヤランド沖縄 タイヤランド沖縄

16 9 熊谷 豊 くまがい ゆたか 男 34 東京都練馬区 三井住友海上
三井住友海上火災保険

株式会社

17 10 佐藤 友祈 さとう ともき 男 31 岡山県岡山市中区 モリサワ 株式会社モリサワ

18 11 澤田 優蘭 さわだ うらん 女 30 東京都北区
マッシュ

ホールディングス
株式会社マッシュ
ホールディングス

19 12 鈴木 徹 すずき とおる 男 41 山梨県山梨市 SMBC日興証券 SMBC日興証券株式会社

20 13 鈴木 朋樹 すずき ともき 男 27 東京都江東区 トヨタ自動車 トヨタ自動車株式会社

21 14 髙田 千明 たかだ ちあき 女 36 東京都港区 ほけんの窓口グループ
ほけんの窓口グループ

株式会社

22 15 辻 沙絵 つじ さえ 女 26 神奈川県川崎市中原区 日本体育大学（教諭） 日本体育大学（教諭）

23 16 兎澤 朋美 とざわ ともみ 女 22 茨城県つくば市 富士通 富士通株式会社

24 17 外山 愛美 とやま あいみ 女 23 宮崎県宮崎市 宮崎銀行 宮崎銀行

25 18 永田 務 ながた つとむ 男 37 新潟県新潟市中央区
新潟県身体障害者団体

連合会
社会福祉法人新潟県

身体障害者団体連合会

26 19 中西 麻耶 なかにし まや 女 36 兵庫県伊丹市 阪急交通社

27 20 西島 美保子 にしじま みほこ 女 66 福井県福井市 JBMA
福井県視覚障害者

福祉協会 盲人ホーム

28 21 樋口 政幸 ひぐち まさゆき 男 42 千葉県柏市 プーマジャパン プーマジャパン株式会社

29 22 藤井 由美子 ふじい ゆみこ 女 56 滋賀県甲賀市 びわこタイマーズ 藤井治療院

30 23 古屋 杏樹 ふるや あんじゅ 女 26 埼玉県桶川市 彩tama陸上
特定非営利活動法人

大地の郷

31 24 堀越 信司 ほりこし ただし 男 33 大阪府大阪市天王寺区 NTT西日本 西日本電信電話株式会社

32 25 前川 楓 まえがわ かえで 女 23 大阪府泉佐野市 新日本住設 新日本住設株式会社

33 26 道下 美里 みちした みさと 女 44 福岡県大宰府市 三井住友海上
三井住友海上火災保険

株式会社

34 27 村岡 桃佳 むらおか ももか 女 24 埼玉県深谷市 トヨタ自動車 トヨタ自動車株式会社

35 28 山﨑 晃裕 やまざき あきひろ 男 25 千葉県佐倉市 順天堂大学（職員） 順天堂大学（職員）

36 29 山本 篤 やまもと あつし 男 39 大阪府和泉市 新日本住設 新日本住設株式会社

37 30 和田 伸也 わだ しんや 男 44 大阪府茨木市 長瀬産業 長瀬産業株式会社

38 バドミントン 1 伊藤 則子 いとう のりこ 女 45 愛知県名古屋市北区 株式会社中日新聞社

39 2 小倉 理恵 おぐら りえ 女 35 埼玉県所沢市 株式会社ブリヂストン

40 3 梶原 大暉 かじわら だいき 男 19 東京都世田谷区 日本体育大学（学生）

41 4 里見 紗李奈 さとみ さりな 女 23 千葉県八街市 NTT都市開発株式会社

42 5 鈴木 亜弥子 すずき あやこ 女 34 宮城県仙台市青葉区 株式会社七十七銀行

43 6 藤野 遼 ふじの はるか 女 25 福岡県福岡市早良区
株式会社

GA technologies

44 7 藤原 大輔 ふじはら だいすけ 男 27 東京都江戸川区 ダイハツ工業株式会社

45 8 杉野 明子 すぎの あきこ 女 30 千葉県市原市 ヤフー株式会社

46 9 村山 浩 むらやま ひろし 男 47 千葉県千葉市緑区
SMBCグリーンサービス

株式会社

47 10 山崎 悠麻 やまざき ゆま 女 33 東京都日野市 NTT都市開発株式会社

競技名/No
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ふりがな

選手名簿（第1次決定）



＊年齢は2021年8月24日（開会式）時点のものです。

No. 氏 名 性別 年齢 現住所 クラブ・チーム名 勤務先・学校名競技名/No ふりがな

48 ボッチャ 1 江崎 駿 えさき しゅん 男 20 愛知県春日井市 法政大学（学生）

49 2 河本 圭亮 かわもと けいすけ 男 22 愛知県名古屋市緑区
東郷町施設サービス

株式会社

50 3 木村 朱里 きむら じゅり 女 37 神奈川県藤沢市 藤沢市役所

51 4 杉村 英孝 すぎむら ひでたか 男 39 静岡県伊東市
有限会社

伊豆介護センター

52 5 高橋 和樹 たかはし かずき 男 41
埼玉県さいたま市中央

区
株式会社フォーバル

53 6 田中 恵子 たなか けいこ 女 39 石川県小松市
株式会社

ゴーゴーカレーグループ

54 7 中村 拓海 なかむら たくみ 男 23 大阪府羽曳野市
社会福祉法人愛徳福祉会

大阪発達総合療育センター

55 8 廣瀬 隆喜 ひろせ たかゆき 男 36 千葉県君津市
西尾レントオール

株式会社

56 9 藤井 友里子 ふじい ゆりこ 女 48 富山県魚津市 株式会社アイザック

57 10 古満 渉 ふるみつ わたる 男 36 広島県広島市中区 広島市役所

58 カヌー 1 今井 航一 いまい こういち 男 47 香川県坂出市 香川県パラカヌー協会 株式会社コロプラ

59 2 加治 良美 かじ よしみ 女 40 愛知県あま市 岐阜県カヌー協会
ネッツトヨタ名古屋

株式会社

60 3 小松 沙季 こまつ さき 女 26 高知県四万十市 高知県カヌー協会

61 4 瀬立 モニカ せりゅう もにか 女 23 東京都江東区 江東区カヌー協会 筑波大学（学生）

62 5 髙木 裕太 たかぎ ゆうた 男 26 岐阜県可児市 岐阜県カヌー協会
株式会社インフィニオン
テクノロジーズジャパン

63 6 辰己 博実 たつみ ひろみ 男 44 北海道虻田郡倶知安町
テス・エンジニアリング

株式会社
テス・エンジニアリング

株式会社

64 自転車競技 1 川本 翔大 かわもと しょうた 男 25 静岡県伊豆の国市 大和産業株式会社 大和産業株式会社

65 2 杉浦 佳子 すぎうら けいこ 女 50 東京都稲城市 VC福岡
楽天ソシオビジネス

株式会社

66 3 藤井 美穂 ふじい みほ 女 26 静岡県伊豆の国市
楽天ソシオビジネス

株式会社
楽天ソシオビジネス

株式会社

67 4 藤田 征樹 ふじた まさき 男 36 茨城県土浦市 藤建設株式会社 藤建設株式会社

68 馬術 1 稲葉 将 いなば しょう 男 26 神奈川県横浜市金沢区 静岡乗馬クラブ シンプレクス株式会社

69 2 高嶋 活士 たかしま かつし 男 28 埼玉県桶川市
ドレッサージュ・

ステーブル・テルイ
コカ・コーラ ボトラーズ

ジャパンベネフィット株式会社

70 3 宮路 満英 みやじ みつひで 男 63 滋賀県湖南市
リファイン・エクイン

アカデミー
株式会社セールス
フォース・ドットコム

71 4 吉越 奏詞 よしごえ そうし 男 21 東京都目黒区 アスール乗馬クラブ 日本体育大学（学生）

72 5人制サッカー 1 佐々木 ロベルト泉 ささき ろべるといずみ 男 43 茨城県牛久市 パペレシアル品川

73 2 佐々木 康裕 ささき やすひろ 男 45 千葉県千葉市中央区
ファンタス千葉SSC
松戸ウォーリアーズ

千葉県庁

74 3 日向 賢 ひなた さとる 男 36 東京都板橋区 たまハッサーズ 株式会社トーコン

75 4 園部 優月 そのべ ゆづき 男 17 東京都文京区 free bird mejirodai
筑波大学附属

視覚特別支援学校（学生）

76 5 寺西 一 てらにし はじめ 男 31 東京都町田市 パペレシアル品川
株式会社

GA technologies

77 6 川村 怜 かわむら りょう 男 32 東京都豊島区 パペレシアル品川 アクサ生命保険株式会社

78 7 田中 章仁 たなか あきひと 男 43 東京都八王子市 たまハッサーズ NTTクラルティ株式会社

79 8 黒田 智成 くろだ ともなり 男 42 東京都多摩市 たまハッサーズ 都立八王子盲学校（教諭）

80 ゴールボール（女子） 1 欠端 瑛子 かけはた えいこ 女 28 東京都北区 MoonLuster
セガサミーホールディングス

株式会社

81 2 天摩 由貴 てんま ゆき 女 31 東京都調布市 チーム付属 株式会社マイテック

82 3 浦田 理恵 うらた りえ 女 44 福岡県福岡市中央区 九州なでしこ 総合メディカル株式会社

83 4 若杉 遥 わかすぎ はるか 女 26 埼玉県所沢市 むさしずく ALSOK

84 5 萩原 紀佳 はぎわら のりか 女 20 埼玉県川口市 むさしずく
国立障害者

リハビリテーションセンター

85 6 高橋 利恵子 たかはし りえこ 女 23 茨城県つくば市 Merveilles 筑波大学（学生）

86 ゴールボール（男子） 1 金子 和也 かねこ かずや 男 21
埼玉県さいたま市見沼

区
Amaryllis

株式会社サイバー
エージェントウィル

87 2 川嶋 悠太 かわしま ゆうた 男 26 東京都豊島区 チーム付属
アシックスジャパン

株式会社

88 3 宮食 行次 みやじき こうじ 男 26 東京都練馬区 所沢サンダース
株式会社サイバー
エージェントウィル

89 4 田口 侑治 たぐち ゆうじ 男 30 埼玉県所沢市 所沢サンダース リーフラス株式会社

90 5 山口 凌河 やまぐち りょうが 男 24 茨城県取手市 所沢サンダース 関彰商事株式会社

91 6 佐野 優人 さの ゆうと 男 21 埼玉県狭山市 順天堂大学（学生） 順天堂大学（学生）
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92 柔道 1 廣瀬 順子 ひろせ じゅんこ 女 30 愛媛県松山市 SMBC日興証券株式会社

93 2 小川 和紗 おがわ かずさ 女 24 千葉県習志野市 Nakafire 株式会社オー・エル・エム

94 3 北薗 新光 きたぞの あらみつ 男 30 兵庫県神戸市中央区 アルケア株式会社

95 4 工藤 博子 くどう ひろこ 女 36 東京都世田谷区
ユナイトアンドグロウ

株式会社

96 5 瀬戸 勇次郎 せと ゆうじろう 男 21 福岡県糸島市 福岡教育大学（学生）

97 6 土屋 美奈子 つちや みなこ 女 31 静岡県伊豆市
株式会社ギャラリー・ド・

ポップ

98 7 永井 崇匡 ながい たかまさ 男 26 東京都文京区
学校法人

学習院大学（職員）

99 8 半谷 静香 はんがい しずか 女 33 東京都世田谷区 トヨタループス株式会社

100 9 平井 孝明 ひらい たかあき 男 39 熊本県熊本市東区
熊本県

視覚障害者柔道連盟
熊本県立盲学校（教諭）

101 10 廣瀬 悠 ひろせ はるか 男 42 愛媛県松山市 SMBC日興証券株式会社

102 11 藤原 由衣 ふじわら ゆい 女 28 岐阜県各務原市 各務原市柔道協会
モルガン・スタンレー・

グループ株式会社

103 12 正木 健人 まさき けんと 男 34 埼玉県川口市
三菱オートリース

株式会社

104 13 松本 義和 まつもと よしかず 男 59 大阪府大阪市住吉区 大阪修道館 オルソグループ

105 ボート 1 市川 友美 いちかわ ともみ 女 41 東京都八王子市 湖猿ローイングチーム
三菱ＵＦＪビジネス

パートナー株式会社

106 射撃 1 佐々木 大輔 ささき だいすけ 男 49 東京都板橋区
モルガン・スタンレー・

グループ株式会社

107 2 水田 光夏 みずた みか 女 23 東京都町田市
株式会社白寿
生科学研究所

108 水泳 1 石浦 智美 いしうら ともみ 女 33 東京都世田谷区 伊藤忠丸紅鉄鋼 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社

109 2 井上 舞美 いのうえ まみ 女 22 滋賀県守山市
大津イトマン

スイミングスクール
大津イトマン

スポーツクラブ

110 3 宇津木 美都 うつぎ みくに 女 18 大阪府泉南郡熊取町 大阪体育大学（学生） 大阪体育大学（学生）

111 4 荻原 虎太郎 おぎわら こたろう 男 19 千葉県千葉市若葉区 セントラルスポーツ 順天堂大学（学生）

112 5 小野 智華子 おの ちかこ 女 26 東京都港区
あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社
あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社

113 6 木下 萌実 きのした もえみ 女 23 神奈川県横浜市都筑区 宮前ドルフィン
社会福祉法人電機神奈川

福祉センター　港北はぴねす工房

114 7 木村 敬一 きむら けいいち 男 30 東京都北区 東京ガス株式会社 東京ガス株式会社

115 8 窪田 幸太 くぼた こうた 男 21 神奈川県横浜市青葉区 日本体育大学（学生） 日本体育大学（学生）

116 9 小池 さくら こいけ さくら 女 20 埼玉県さいたま市西区 大東文化大学（学生） 大東文化大学（学生）

117 10 鈴木 孝幸 すずき たかゆき 男 34 千葉県浦安市 GOLDWIN 株式会社ゴールドウイン

118 11 齋藤 元希 さいとう げんき 男 22 東京都世田谷区
国士舘大学

パラスイムチーム
国士舘大学

大学院（学生）

119 12 芹澤 美希香 せりざわ みきか 女 21 神奈川県横浜市青葉区 宮前ドルフィン
東急ファシリティサービス

株式会社

120 13 辻内 彩野 つじうち あやの 女 24 東京都江戸川区 三菱商事 三菱商事株式会社

121 14 東海林 大 とうかいりん だい 男 22 山形県山形市 三菱商事
株式会社アイエス介護付

有料老人ホーム　ベル宮町

122 15 富田 宇宙 とみた うちゅう 男 32 東京都板橋区
日本体育大学大学院（学

生）
EY Japan株式会社/

日本体育大学大学院（学生）

123 16 中島 啓智 なかじま けいち 男 22 千葉県習志野市 花見川スイミング
あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社

124 17 中村 智太郎 なかむら ともたろう 男 37 和歌山県橋本市 日阪製作所 株式会社日阪製作所

125 18 成田 真由美 なりた まゆみ 女 50 神奈川県川崎市多摩区 横浜サクラスイミング
日本テレビ放送網

株式会社

126 19 西田 杏 にしだ あん 女 24 埼玉県所沢市 三菱商事 三菱商事株式会社

127 20 日向 楓 ひなた かえで 男 16 神奈川県横浜市瀬谷区 宮前ドルフィン
神奈川県立旭高等学校（学

生）

128 21 福井 香澄 ふくい かすみ 女 22 滋賀県野洲市 滋賀友泳会 ＴＯＴＯ株式会社

129 22 南井 瑛翔 みない あきと 男 18 大阪府東大阪市 近畿大学　水上競技部 近畿大学（学生）

130 23 宮崎 哲 みやざき さとる 男 29 北海道札幌市清田区
あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社
あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社

131 24 山口 尚秀 やまぐち なおひで 男 20 愛媛県今治市 四国ガス株式会社 四国ガス株式会社

132 25 山田 拓朗 やまだ たくろう 男 30 神奈川県横浜市港北区 NTTドコモ 株式会社NTTドコモ

133 26 山田 美幸 やまだ みゆき 女 14 新潟県阿賀野市 Will Speed Niigata
阿賀野市立京ヶ瀬中学校（学

生）

134 27 由井 真緒里 ゆい まおり 女 18 群馬県前橋市 上武大学（学生）
学校法人　学文館
上武大学（学生）

135 テコンドー 1 太田 渉子 おおた しょうこ 女 32 東京都北区 憲守会 ソフトバンク株式会社

136 2 工藤 俊介 くどう しゅんすけ 男 27 東京都北区 株式会社ダイテックス 株式会社ダイテックス

137 3 田中 光哉 たなか みつや 男 29 神奈川県横浜市鶴見区 洪人館
ブリストル・マイヤーズ

スクイブ株式会社



＊年齢は2021年8月24日（開会式）時点のものです。

No. 氏 名 性別 年齢 現住所 クラブ・チーム名 勤務先・学校名競技名/No ふりがな

138 卓球 1 浅野 俊 あさの たかし 男 20 東京都大田区 PIA株式会社 PIA株式会社

139 2 伊藤 槙紀 いとう まき 女 36 神奈川県鎌倉市 CTCひなり株式会社 CTCひなり株式会社

140 3 井上 全悠 いのうえ まさちか 男 26 岡山県倉敷市 ALEGALO 山陽学園大学（職員）

141 4 岩渕 幸洋 いわぶち こうよう 男 26 東京都北区 協和キリン株式会社 協和キリン株式会社

142 5 加藤 耕也 かとう こうや 男 28 神奈川県横浜市磯子区
あいおいニッセイ同和損

害保険株式会社
あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社

143 6 竹内 望 たけうち のぞみ 女 27 千葉県松戸市 株式会社エントリー 株式会社エントリー

144 7 竹守 彪 たけもり たけし 男 27 千葉県松戸市 TOMAX 株式会社ヤオコー

145 8 友野 有理 ともの ゆり 女 21 兵庫県神戸市垂水区 日本体育大学（学生） 日本体育大学（学生）

146 9 古川 佳奈美 ふるかわ かなみ 女 24 福岡県福岡市東区 博多卓球
株式会社えん・

コミュニケーションズ

147 10 皆見 信博 みなみ のぶひろ 男 52 香川県三豊市 香川光卓友会

148 11 八木 克勝 やぎ かつよし 男 31 愛知県豊橋市
モルガン・スタンレー・

グループ株式会社
モルガン・スタンレー・

グループ株式会社

149
シッティングバレー
ボール（女子）

1 赤倉 幸恵 あかくら さちえ 女 47 京都府京都市伏見区 京都おたべーず花子 株式会社大装ブレース

150 2 小方 心緒吏 おがた しおり 女 35 東京都世田谷区 東京プラネッツ女組 東京都北区役所

151 3 長田 まみ子 おさだ まみこ 女 54 東京都府中市 東京プラネッツ女組

152 4 菊池 智子 きくち さとこ 女 41 兵庫県尼崎市 兵庫LSC
パソナ・パナソニック

ビジネスサービス株式会社

153 5 住友 美紀子 すみとも みきこ 女 42 兵庫県神戸市須磨区 メディカル 株式会社きんでん

154 6 竹井 幸智恵 たけい さちえ 女 32 兵庫県三田市 兵庫LSC 株式会社アシックス

155 7 田中 ゆかり たなか ゆかり 女 35 滋賀県長浜市 滋賀サーカス
滋賀県米原市立

坂田小学校（教諭）

156 8 西家 道代 にしいえ みちよ 女 54 兵庫県宍粟市 SOUL（魂）
株式会社コスモトレード

アンドサービス

157 9 藤井 順子 ふじい じゅんこ 女 55 埼玉県川口市
球酒玉会

埼玉レッドビーズ
シンコースポーツ

株式会社

158
シッティングバレー
ボール（男子）

1 飯倉 喜博 いいくら よしひろ 男 46 大阪府東大阪市 大阪アタッカーズ
日本通運株式会社

関西警送支店

159 2 加藤 昌彦 かとう まさひこ 男 52 千葉県勝浦市 千葉パイレーツ Mスタイル

160 3 嵯峨根 望 さがね のぞむ 男 33 大阪府和泉市 大阪アタッカーズ 和泉市役所

161 4 佐々木 一成 ささき かずなり 男 36 東京都北区 東京プラネッツ ギークス株式会社

162 5 高砂 進 たかさご すすむ 男 47 埼玉県川口市 アミーゴ
公益財団法人東京オリンピック・

パラリンピック競技大会組織委員会

163 6 田澤 隼 たざわ じゅん 男 28 千葉県船橋市 千葉パイレーツ
株式会社リクルート
オフィスサポート

164 7 田中 浩二 たなか こうじ 男 53 滋賀県長浜市 滋賀サーカス 株式会社長浜キヤノン

165 8 谷河 勇綺 たにかわ ゆうき 男 30 兵庫県姫路市 SOUL（魂）
住友電気工業株式会社

伊丹製作所

166 9 中野 琢也 なかの たくや 男 34 静岡県浜松市北区 アミーゴ
社会福祉法人

聖隷福祉事業団

167 10 日髙 恒仁 ひだか こうじ 男 52 大阪府大阪市鶴見区 大阪アタッカーズ 株式会社TCS ZEROAD

168 11 皆川 鉄雄 みなかわ てつお 男 40 茨城県水戸市 千葉パイレーツ
社会福祉法人

みんなのえがお

169 12 柳 昂志 やなぎ たかし 男 32 兵庫県加東市 播磨キング
フジッコ株式会社
鳴尾浜オフィス

170
車いすバスケットボー
ル（女子）

1 網本 麻里 あみもと まり 女 32 大阪府大阪市東住吉区 カクテル 株式会社ビームス

171 2 小田島 理恵 おだじま りえ 女 32 東京都小金井市 Wing
株式会社リクルート
オフィスサポート

172 3 北田 千尋 きただ ちひろ 女 32 滋賀県湖南市 カクテル LINE株式会社

173 4 北間 優衣 きたま ゆい 女 26 兵庫県伊丹市 カクテル 日本生命保険相互会社

174 5 財満 いずみ ざいま いずみ 女 24 茨城県つくば市 SCRATCH 日本国土開発株式会社

175 6 清水 千浪 しみず ちなみ 女 38 滋賀県長浜市 カクテル 株式会社メルカリ

176 7 土田 真由美 つちだ まゆみ 女 44 埼玉県八潮市 SCRATCH 株式会社シグマクシス

177 8 萩野 真世 はぎの まよ 女 28 宮城県仙台市宮城野区 SCRATCH
アビームコンサルティング

株式会社

178 9 平井 美喜 ひらい みき 女 39 熊本県阿蘇郡西原村 九州ドルフィン
学校法人

立正大学学園（職員）

179 10 藤井 郁美 ふじい いくみ 女 38 宮城県角田市 SCRATCH 株式会社電通デジタル

180 11 安尾 笑 やすお えみ 女 28 大分県大分市 九州ドルフィン
ソニーセミコンダクタ

マニュファクチャリング株式会社

181 12 柳本 あまね やなぎもと あまね 女 23 京都府京都市上京区 カクテル
あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社



＊年齢は2021年8月24日（開会式）時点のものです。
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182
車いすバスケットボー
ル（男子）

1 赤石 竜我 あかいし りゅうが 男 20
埼玉県さいたま市大宮

区
埼玉ライオンズ 日本体育大学（学生）

183 2 秋田 啓 あきた けい 男 31 岐阜県不破郡垂井町 岐阜SHINE
あいおいニッセイ同和

損害保険株式会社

184 3 岩井 孝義 いわい たかよし 男 25 富山県魚津市 富山県WBC SMBC日興証券株式会社

185 4 川原 凜 かわはら りん 男 24 千葉県千葉市緑区 千葉ホークス 株式会社ローソン

186 5 香西 宏昭 こうざい ひろあき 男 33 千葉県市川市 NO EXCUSE

187 6 髙柗 義伸 たかまつ よしのぶ 男 21 栃木県小山市 栃木レイカーズ 日本体育大学（学生）

188 7 鳥海 連志 ちょうかい れんし 男 22 神奈川県横浜市港北区 パラ神奈川SC 株式会社WOWOW

189 8 豊島 英 とよしま あきら 男 32 宮城県仙台市泉区 宮城MAX 株式会社WOWOW

190 9 藤澤 潔 ふじさわ きよし 男 35 埼玉県さいたま市緑区 埼玉ライオンズ 株式会社コロプラ

191 10 藤本 怜央 ふじもと れお 男 37 宮城県仙台市宮城野区 宮城MAX ＳＵＳ株式会社

192 11 古澤 拓也 ふるさわ たくや 男 25 神奈川県横浜市港北区 パラ神奈川SC 株式会社WOWOW

193 12 宮島 徹也 みやじま てつや 男 32 富山県砺波市 富山県WBC
株式会社 オー・エル・

エム・デジタル

194 車いすフェンシング 1 阿部 知里 あべ ちさと 女 42 香川県高松市 香川県立中央病院

195 2 恩田 竜二 おんだ りゅうじ 男 45 三重県鈴鹿市 三交不動産株式会社

196 3 加納 慎太郎 かのう しんたろう 男 36 東京都江戸川区 ヤフー株式会社

197 4 櫻井 杏理 さくらい あんり 女 32 京都府京都市伏見区 株式会社日阪製作所

198 5 藤田 道宣 ふじた みちのぶ 男 34 神奈川県川崎市宮前区 トレンドマイクロ株式会社

199 6 松本 美恵子 まつもと みえこ 女 52 東京都府中市
東京都立

多摩総合医療センター

200 車いすラグビー 1 池 透暢 いけ ゆきのぶ 男 41 高知県高知市 Freedom
日興アセットマネジメント

株式会社

201 2 池崎 大輔 いけざき だいすけ 男 43 千葉県浦安市 TOKYO SUNS 三菱商事株式会社

202 3 今井 友明 いまい ともあき 男 38 千葉県市川市 TOKYO SUNS 三菱商事株式会社

203 4 小川 仁士 おがわ ひとし 男 27 東京都武蔵村山市 BLITZ バイエル薬品株式会社

204 5 倉橋 香衣 くらはし かえ 女 30 埼玉県越谷市 AXE 株式会社商船三井

205 6 島川 慎一 しまかわ しんいち 男 46 埼玉県所沢市 BLITZ
バークレイズ証券

株式会社

206 7 中町 俊耶 なかまち しゅんや 男 26 埼玉県鴻巣市
TOHOKU

STORMERS
株式会社コロプラ

207 8 乗松 聖矢 のりまつ せいや 男 31 熊本県熊本市東区
Fukuoka

DANDELION
SMBC日興証券

株式会社

208 9 橋本 勝也 はしもと かつや 男 19 福島県田村郡三春町
TOHOKU

STORMERS
三春町役場

209 10 長谷川 勇基 はせがわ ゆうき 男 28 東京都立川市 BLITZ
ソシエテ・ジェネラル証券

株式会社

210 11 羽賀 理之 はが まさゆき 男 36 千葉県千葉市美浜区 AXE ペプチドリーム株式会社

211 12 若山 英史 わかやま ひでふみ 男 36 静岡県沼津市
Okinawa

Hurricanes
株式会社静岡銀行

212 車いすテニス 1 国枝 慎吾 くにえだ しんご 男 37 千葉県柏市 株式会社ユニクロ
プロ車いすテニス

プレーヤー

213 2 眞田 卓 さなだ たかし 男 36 埼玉県さいたま市南区 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

214 3 三木 拓也 みき たくや 男 32 埼玉県川口市 トヨタ自動車株式会社 トヨタ自動車株式会社

215 4 荒井 大輔 あらい だいすけ 男 33 千葉県柏市 BNPパリバ

216 5 上地 結衣 かみじ ゆい 女 27 兵庫県明石市 三井住友銀行 三井住友銀行

217 6 田中 愛美 たなか まなみ 女 25 埼玉県所沢市
ブリヂストンスポーツ

アリーナ株式会社
ブリヂストンスポーツ

アリーナ株式会社

218 7 高室 冴綺 たかむろ さき 女 26 東京都小平市 株式会社スタートライン 株式会社スタートライン

219 8 大谷 桃子 おおたに ももこ 女 26 佐賀県佐賀市
株式会社

かんぽ生命保険
株式会社かんぽ生命保険

220 9 諸石 光照 もろいし みつてる 男 54 岐阜県各務原市 EY Japan
EYストラテジー・アンド・

コンサルティング株式会社

221 10 菅野 浩二 すげの こうじ 男 40 東京都江東区 株式会社リクルート
株式会社リクルート
オフィスサポート


