
第18回冬季デフリンピック競技大会　日本選手団

通し No
スタッフ
or選手

肩書き及び
出場希望競技種目

名前（漢字） 名前（よみがな）
ろう
健聴

性別
年齢

(2015
/3/1現

在）

所属協会（高校生は学校名を記載）

1 1 Alpine skiing スタッフ アルペン代表 田中　照也 たなか　てるや ろう 男 41 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟

2 2 Alpine skiing スタッフ 監督兼コーチ、通訳 西　裕之 にし　ひろゆき 健聴 男 38 学校法人名古屋電気学園

3 3 Alpine skiing スタッフ サービスマン 永田　憲市郎 ながた　けんいちろう 健聴 男 47 有限会社エタニティフィールド

4 4 Alpine skiing スタッフ 庶務兼通訳 豊島　清美 とよしま　きよみ ろう 女 45 社団法人茨城県聴覚障害者協会

5 5 Alpine skiing 選手 滑降、ｽｰﾊﾟｰ大回転、大回転、回転、スーパーコンビ 中村　晃大 なかむら　こうだい ろう 男 23 社会福祉法人長野県聴覚障害者協会

6 6 Alpine skiing 選手 スーパー大回転、大回転、回転、スーパーコンビ 北城　大地 きたじょう　だいち ろう 男 21 一般社団法人青森県ろうあ協会

7 7 Alpine skiing 選手 大回転、回転 小林　育実 こばやし　いくみ ろう 女 22 一般社団法人山形県聴覚障害者協会

8 1 Alpine snowboarding スタッフ 監督 土師　比佐夫 はじ　ひさお ろう 男 57 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟

9 2 Alpine snowboarding スタッフ コーチ 鶴岡　剣太郎 つるおか　けんたろう 健聴 男 40 株式会社STEP

10 3 Alpine snowboarding スタッフ アスレティックトレーナー 津賀　裕喜 つが　ゆうき 健聴 男 26 帝京平成大学

11 4 Alpine snowboarding 選手 SL、GS 原田　上 はらだ　のぼる ろう 男 38 一般社団法人栃木県聴覚障害者協会

12 5 Alpine snowboarding 選手 SL、GS 星　雄一 ほし　ゆういち ろう 男 47 一般社団法人福島県聴覚障害者協会

13 6 Alpine snowboarding 選手 SL、GS 高嶋　弘貴 たかしま　ひろき ろう 男 31 神奈川県聴覚障害者連盟

14 7 Alpine snowboarding 選手 SL、GS 星　奈々 ほし　なな ろう 女 34 一般社団法人福島県聴覚障害者協会

15 8 Alpine snowboarding 選手 SL、GS 手塚　久野 てづか　ひさの ろう 女 37 一般社団法人栃木県聴覚障害者協会

16 1 Half-pipe スタッフ 監督 南雲　利仁 なぐも　としひと 聴 男 40 ロッジマリ

17 2 Half-pipe 選手 ハーフパイプ 奥田　和夫 おくだ　かずお ろう 男 46 社団法人山梨県聴覚障害者協会

18 3 Half-pipe 選手 ハーフパイプ 花島　良子 はなしま　りょうこ ろう 女 35 神奈川県聴覚障害者連盟

19 4 Half-pipe 選手 ハーフパイプ 津久井　康友 つくい　やすとも ろう 男 36 一般社団法人群馬県聴覚障害者連盟

20 5 Half-pipe 選手 ハーフパイプ 大川　摩耶子 おおかわ　まやこ ろう 女 27 社団法人茨城県聴覚障害者協会

21 6 Half-pipe 選手 ハーフパイプ 岡本　信彦 おかもと　のぶひこ ろう 男 36 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟

22 7 Half-pipe 選手 ハーフパイプ 森　仁秀 もり　きみひで ろう 男 34 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟

23 1 Cross country スタッフ コーチ 若井  陽介 わかい　ようすけ 聴 男 28 東京都多摩障害者センター

24 2 Cross country 選手 クラシカル、フリー 山本  智美 やまもと　ともみ ろう 女 39 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

25 3 Cross country 選手 クラシカル、フリー 田崎  富士夫 たざき　ふじお ろう 男 51 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟

26 4 Cross country 選手 クラシカル、フリー 戸津  勝由 とつ　かつよし ろう 男 64 一般社団法人山形県聴覚障害者協会

27 1 Curling スタッフ AT兼通訳 宮原  麻衣子 みやはら　まいこ 聴 女 45 十和田市立中央病院

28 2 Curling 選手 団体戦 荒谷  淳一 あらや じゅんいち ろう 男 60 一般社団法人青森県ろうあ協会

29 3 Curling 選手 団体戦 山上  勝美 やまがみ　かつみ ろう 男 65 一般社団法人青森県ろうあ協会

30 4 Curling 選手 団体戦 米田  義光 よねた　よしみつ ろう 男 48 一般社団法人青森県ろうあ協会

31 5 Curling 選手 団体戦 荒谷  飛翔 あらや　ひしょう ろう 男 22 社団法人愛知県聴覚障害者協会

32 6 Curling 選手 団体戦 中村  鉄哉 なかむら　てつや ろう 男 56 一般社団法人青森県ろうあ協会

33 1 本部 スタッフ 団長 太田　陽介 おおた　ようすけ ろう 男 56 全日本ろうあ連盟　理事

34 2 本部 スタッフ 総監督 粟野　達人 あわの　たつひと ろう 男 58 全日本ろうあ連盟ｽﾎﾟｰﾂ委員会　国際事業部長

35 3 本部 スタッフ 総務 大杉　豊 おおすぎ　ゆたか ろう 男 52 全日本ろうあ連盟スポーツ委員会　国際事業部

36 4 本部 スタッフ 医師 立石　智彦 たていし　ともひこ 健聴 男 47 社会福祉法人同愛記念病院

37 5 本部 スタッフ 医師 清水 　雅樹 しみず　まさき 健聴 男 38 特定医療法人慶友会

38 6 本部 スタッフ 看護師 會田　人美 あいた　ひとみ 健聴 女 50 国立障害者リハビリテーションセンター

39 7 本部 スタッフ 広報 岸田　修 きしだ　しゅう ろう 男 40 公益社団法人東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟

40 8 本部 スタッフ 広報 狩野　功 かりの　いさお ろう 男 45 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

41 9 本部 スタッフ 手話通訳 梅本　悦子 うめもと　えつこ 健聴 女 66 一般社団法人全国手話問題研究会

42 10 本部 スタッフ 手話通訳 茂木　郁実 もてぎ　いくみ 健聴 女 27 筑波大学　大学院

44 11 本部 スタッフ 露語通訳 日向寺 康雄 ひゅうがじ　やすお 健聴 男 57 国際情報通信社「ロシア・セヴォドーニャ」日本セクション

43 12 本部 スタッフ 総務スタッフ 後藤　啓二 ごとう　けいじ ろう 男 38 全日本ろうあ連盟

45 13 本部 スタッフ 移動 林　孝雄 はやし　たかお 健聴 男 65 グロリアツアーズ

46 14 本部 スタッフ 移動 白坂　篤志 しらさか　あつし 健聴 男 37 グロリアツアーズ

47 15 本部 スタッフ 移動（手話通訳） 内田　美春 うちだ　みはる 健聴 女 50 グロリアツアーズ

48 16 本部 スタッフ 移動（手話通訳） 瀬戸　博美 せと　ひろみ 健聴 女 54 グロリアツアーズ


