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1 1 陸上 監督 三枝　隆行 さえぐさ　たかゆき 男 44 兵庫県伊丹市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

2 2 陸上 トレーナー 東口　紘也 ひがしぐち　ひろや 男 35 大阪府堺市北区 社団法人大阪聴力障害者協会

3 3 陸上 トレーナー 内海　優 うつみ　ゆう 女 40 滋賀県大津市 健聴者

4 4 陸上 スタッフ 正垣　亜矢子 まさがき　あやこ 女 27 東京都大田区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

5 5 陸上 スタッフ 柳田　主税 やなだ　ちから 男 28 東京都足立区 健聴者

6 6 陸上 スタッフ 下防　健太郎 しもぼう　けんたろう 男 41 東京都立川市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

7 7 陸上 100mH/4×100mリレー 田井  小百合 たい　さゆり 女 34 長崎県佐世保市 一般社団法人長崎県ろうあ協会

8 8 陸上 100m/4×100mリレー 門脇  翠 かどわき　みどり 女 20 埼玉県さいたま市 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

9 9 陸上 100m/4×100mリレー 土屋  文香 つちや　ふみか 女 20 東京都立川市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

10 10 陸上 400mH/4×100mリレー 小松  彩香 こまつ　あやか 女 20 東京都国立市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

11 11 陸上 マラソン 山田  真人 やまだ　まさひと 男 47 福島県いわき市 社団法人福島県聴覚障害者協会

12 12 陸上 マラソン 金子  誠一 かねこ　せいいち 男 46 山口県山口市 社団法人山口県ろうあ連盟

13 13 陸上 マラソン/10000m 山中  孝一郎 やまなか　こういちろう 男 31 東京都町田市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

14 14 陸上 100m/4×100リレー 白石  進 しらいし　すすむ 男 30 大阪府大阪市都島区 社団法人大阪聴力障害者協会

15 15 陸上 100m/4×100リレー 小林  弘明 こばやし　ひろあき 男 24 静岡県湖西市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

16 16 陸上 100m/4×100リレー 三枝  浩基 さえぐさ　ひろき 男 22 兵庫県伊丹市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

17 17 陸上 ２00m/4×100リレー 佐々木  琢磨 ささき　たくま 男 19 宮城県柴田郡 社団法人宮城県ろうあ協会

18 18 陸上 ２00m/4×100リレー 堰本  将平 せきもと　しょうへい 男 20 大阪府大阪市東淀川区 鳥取県ろうあ団体連合会

19 19 陸上 ４00m/4×４00リレー 岡部  祐介 おかべ　ゆうすけ 男 25 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県聴覚障害者連盟

20 20 陸上 ４00m/4×４00リレー 水野  史生 みずの　ふみお 男 30 東京都世田谷区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

21 21 陸上 ４00m/4×４00リレー 羽柴  大典 はしば　だいすけ 男 19 愛知県名古屋市千種区 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

22 22 陸上 ８00m/4×４00リレー 北田  明広 きただ　あきひろ 男 21 奈良県生駒郡 社団法人奈良県聴覚障害者協会

23 23 陸上 ４00mH/4×４00リレー 高田  裕士 たかだ　ゆうじ 男 28 東京都港区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

24 24 陸上 ハンマー投 森本  真敏 もりもと　まさとし 男 28 滋賀県蒲生郡 一般社団法人滋賀県ろうあ協会

25 25 陸上 ハンマー投 石田  考正 いしだ　たかまさ 男 27 愛知県蒲郡市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

26 26 陸上 やり投 佐藤  將光 さとう　まさみつ 男 32 愛媛県松山市 愛媛県聴覚障害者協会

27 27 陸上 やり投 佐藤  賢太 さとう　けんた 男 23 群馬県太田市 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

28 28 陸上 棒高跳 竹花  康太郎 たけはな　こうたろう 男 26 神奈川県横浜市港南区 神奈川県聴覚障害者連盟

29 29 陸上 走幅跳・走高飛 前島  博之 まえじま　ひろゆき 男 25 鳥取県鳥取市 鳥取県ろうあ団体連合会

30 30 陸上 走幅跳・三段跳 中村  晃大 なかむら　こうだい 男 22 茨城県つくば市 社会福祉法人長野県聴覚障害者協会

31 31 陸上 やり投げ 高橋  渚 たかはし　なぎさ 女 24 静岡県沼津市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

32 32 陸上 棒高跳 佐藤  麻梨乃 さとう　まりの 女 17 神奈川県横須賀市
神奈川県聴覚障害者連盟
（横須賀市立ろう学校　高等部3年）

33 1 バドミントン スタッフ 阿部　千子 あべ　ゆきこ 女 50 東京都清瀬市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

34 2 バドミントン シングルス戦＆ダブルス戦 別所　睦月 べっしょ　むつき 女 23 三重県四日市市 社団法人三重県聴覚障害者協会

35 3 バドミントン シングルス戦＆ダブルス戦 品田　千紘 しなだ　ちひろ 女 23 茨城県つくば市 社団法人茨城県聴覚障害者協会

36 1 バスケットボール男子 監督 坂本　知加良 さかもと　ちから 男 33 北海道札幌市北区 健聴者

37 2 バスケットボール男子 コーチ 手塚　清貴 てづか　きよたか 男 26 北海道札幌市北区 公益社団法人北海道ろうあ連盟

38 3 バスケットボール男子 コーチ 山﨑　敬祐 やまざき　けいすけ 男 33 福岡県福岡市中央区 健聴者

39 4 バスケットボール男子 トレーナー 大塚　健吾 おおつか　けんご 男 28 静岡県駿東郡 健聴者

40 5 バスケットボール男子 選手 井上　和　 いのうえ　なごむ 男 18 愛知県豊田市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

41 6 バスケットボール男子 選手 石川　友正 いしかわ　ともまさ 男 31 東京都府中市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

42 7 バスケットボール男子 選手 榎並　泰徳 えなみ　やすのり 男 33 長崎県佐世保市 一般社団法人長崎県ろうあ協会

43 8 バスケットボール男子 選手 緒方　寛人 おがた　ひろと 男 26 福岡県福岡市早良区 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

44 9 バスケットボール男子 選手 大平　良龍 おおひら　よしたつ 男 24 大阪府大阪市淀川区 社団法人大阪聴力障害者協会

45 10 バスケットボール男子 選手 小立　哲也 おだち　てつや 男 36 大阪府箕面市 社団法人大阪聴力障害者協会

46 11 バスケットボール男子 選手 小沼　功治 おぬま　こうじ 男 31 神奈川県横浜市戸塚区 神奈川県聴覚障害者連盟

47 12 バスケットボール男子 選手 吉良　悠祐 きら　ゆうすけ 男 24 福岡県朝倉市 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

48 13 バスケットボール男子 選手 下山田　俊介 しもやまだ　しゅんすけ 男 31 東京都台東区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

49 14 バスケットボール男子 選手 竹本　圭佑 たけもと　けいすけ 男 26 埼玉県所沢市 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

50 15 バスケットボール男子 選手 丹沢　佑輔 たんざわ　ゆうすけ 男 27 神奈川県相模原市 神奈川県聴覚障害者連盟

51 16 バスケットボール男子 選手 早川　倫夫 はやかわ　みちお 男 25 東京都荒川区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

52 1 バスケットボール女子 監督 篠原　雅哉 しのはら　まさや 男 36 長野県松本市 社会福祉法人長野県聴覚障害者協会

53 2 バスケットボール女子 トレーナー 佐々木　愛 ささき　あい 女 34 東京都西東京市 健聴者

54 3 バスケットボール女子 スタッフ 会田　孝行 あいだ　たかゆき 男 46 埼玉県所沢市 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

55 4 バスケットボール女子 選手 岩崎　葵 いわさき　あおい 女 20 愛知県岡崎市 社団法人京都府聴覚障害者協会
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第22回夏季デフリンピック競技大会2013ソフィア　日本選手団名簿

56 5 バスケットボール女子 選手 梅本　光恵 うめもと　みつえ 女 27 大阪府東大阪市 社団法人大阪聴力障害者協会

57 6 バスケットボール女子 選手 大庭　紀美 おおば　もとみ 女 33 静岡県駿東郡 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

58 7 バスケットボール女子 選手 緒方　沙織 おがた　さおり 女 24 東京都世田谷区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

59 8 バスケットボール女子 選手 鈴木　裕加 すずき　ゆか 女 32 千葉県流山市 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

60 9 バスケットボール女子 選手 田中　美穂 たなか　みほ 女 25 福岡県福岡市西区 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

61 10 バスケットボール女子 選手 永田　裕子 ながた　ゆうこ 女 27 大阪府東大阪市 社団法人大阪聴力障害者協会

62 11 バスケットボール女子 選手 古　香 ふる　かおり 女 27 兵庫県尼崎市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

63 12 バスケットボール女子 選手 宮永　順子 みやなが　じゅんこ 女 37 千葉県流山市 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

64 13 バスケットボール女子 選手 渡辺　亜紀 わたなべ　あき 女 29 東京都世田谷区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

65 14 バスケットボール女子 選手 伊瀬知　亜希子 いせち　あきこ 女 29 大阪府阪南市 社団法人大阪聴力障害者協会

66 1 ビーチバレーボール 監督 牛尾　洋人 うしお　ひろひと 男 38 神奈川県逗子市 健聴者

67 2 ビーチバレーボール トレーナー 竹上　舞 たけがみ　まい 女 24 東京都八王子市 健聴者

68 3 ビーチバレーボール 選手 天羽　弘志 あもう　ひろし 男 43 徳島県吉野川市 特定非営利活動法人徳島県聴覚障害者福祉協会

69 4 ビーチバレーボール 選手 小林　誠宜 こばやし　みつのり 男 29 静岡県磐田市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

70 5 ビーチバレーボール 選手 武内　晴香 ぶない　はるか 女 30 静岡県袋井市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

71 6 ビーチバレーボール 選手 小林　奈々絵 こばやし　ななえ 女 30 静岡県磐田市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

74 1 自転車 監督・ロード・MTB 早瀨　憲太郎 はやせ　けんたろう 男 40 神奈川県横浜市西区 神奈川県聴覚障害者連盟

73 2 自転車 スタッフ・MTB 早瀨　久美 はやせ　くみ 女 38 神奈川県横浜市西区 神奈川県聴覚障害者連盟

75 3 自転車 ロード 得利　雄介 とくよし　ゆうすけ 男 26 神奈川県川崎市高津区 神奈川県聴覚障害者連盟

76 4 自転車 ロード・MTB 箭内　秀平 やない　しゅうへい 男 25 東京都国分寺市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

72 5 自転車 ロード 宮田　大 みやた　だい 男 45 東京都葛飾区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

77 6 自転車 ロード 一条　厚 いちじょう　あつし 男 41 東京都町田市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

78 7 自転車 ロード 簑原　由加利 みのはら　ゆかり 女 30 東京都中野区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

79 1 サッカー男子 監督 柴田　英輝 しばた　えいき 男 33 埼玉県川越市 健聴者

80 2 サッカー男子 コーチ 矢野 能嗣 やの　よしつぐ 男 25 山口県下関市 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

81 3 サッカー男子 トレーナー 鈴木　辰哉 すずき　たつや 男 22 東京都八王子市 健聴者

82 4 サッカー男子 国際手話通訳 高橋 孝司 たかはし　こうじ 男 60 埼玉県草加市 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

83 5 サッカー男子 スタッフ 佐藤 隆 さとう　たかし 男 46 北海道千歳市 公益社団法人北海道ろうあ連盟

84 6 サッカー男子 スタッフ 小林 隼 こばやし　じゅん 男 32 鹿児島県出水市 鹿児島県聴覚障害者協会

85 7 サッカー男子 選手 松元　卓巳 まつもと　たくみ 男 23 福岡県北九州市小倉北区 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

86 8 サッカー男子 選手 菱岡　敬彰 ひしおか　たかあき 男 28 北海道河東郡 公益社団法人北海道ろうあ連盟

87 9 サッカー男子 選手 千葉　駿介 ちば　しゅんすけ 男 24 東京都江戸川区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

88 10 サッカー男子 選手 野呂　啓 のろ　けい 男 37 愛知県名古屋市瑞穂区 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

89 11 サッカー男子 選手 西浦　太志 にしうら　ふとし 男 31 大阪府和泉市 社団法人大阪聴力障害者協会

90 12 サッカー男子 選手 細見　尚史 ほそみ　ひさし 男 31 兵庫県たつの市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

91 13 サッカー男子 選手 毛塚　丈博 けづか　たけひろ 男 25 東京都日野市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

92 14 サッカー男子 選手 江島　由高 えじま　よしたか 男 27 千葉県柏市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

93 15 サッカー男子 選手 村上　祐太郎 むらかみ　ゆうたろう 男 27 千葉県旭市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

94 16 サッカー男子 選手 村田　繁 むらた　しげる 男 30 神奈川県横浜市都筑区 神奈川県聴覚障害者連盟

95 17 サッカー男子 選手 桐生　聖明 きりゅう　きよあき 男 23 神奈川県大和市 神奈川県聴覚障害者連盟

96 18 サッカー男子 選手 吉野　勇樹 よしの　ゆうき 男 21 茨城県筑波市 社団法人茨城県聴覚障害者協会

97 19 サッカー男子 選手 伊東　高志 いとう　たかし 男 37 愛知県安城市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

98 20 サッカー男子 選手 古島　啓太 ふるしま　けいた 男 22 大阪府守口市 社団法人大阪聴力障害者協会

99 21 サッカー男子 選手 竹内　裕樹 たけうち　ひろき 男 22 福岡県福岡市博多区 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

100 22 サッカー男子 選手 綿貫　俊基 わたぬき　としき 男 24 神奈川県川崎市多摩区 神奈川県聴覚障害者連盟

101 23 サッカー男子 選手 渡邊　亮平 わたなべ　りょうへい 男 23 大分県大分市 社会福祉法人大分県聴覚障害者協会

102 24 サッカー男子 選手 河野　翔 こうの　しょう 男 24 千葉県市川市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

103 25 サッカー男子 選手 松本　弘 まつもと　ひろし 男 27 東京都大田区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

104 26 サッカー男子 選手 中島　正行 なかじま　まさゆき 男 30 神奈川県茅ヶ崎市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

105 27 サッカー男子 選手 塩田　知弘 しおた　ともひろ 男 25 神奈川県茅ヶ崎市 神奈川県聴覚障害者連盟

106 28 サッカー男子 選手 白井　隆 しらい　たかし 男 29 大阪府茨木市 社団法人大阪聴力障害者協会
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107 29 サッカー男子 選手 野間　三夫 のま　みつお 男 34 福岡県北九州市八幡西区 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

108 1 サッカー女子 監督 福永　久代 ふくなが　ひさよ 女 35 静岡県焼津市 健聴者

109 2 サッカー女子 GKコーチ 北　一行 きた　かずゆき 男 37 埼玉県さいたま市桜区 健聴者

110 3 サッカー女子 トレーナー 石渡　あゆ未 いしわたり　あゆみ 女 23 東京都杉並区 健聴者

111 4 サッカー女子 スタッフ 立川　智隆 たつがわ　ともたか 男 35 広島県広島市安佐北区 一般社団法人広島県ろうあ連盟

112 5 サッカー女子 スタッフ 中村 祥子 なかむら　しょうこ 女 24 東京都世田谷区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

113 6 サッカー女子 選手 芹澤　育代 せりざわ　いくよ 女 28 東京都杉並区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

114 7 サッカー女子 選手 大谷　遥佳 おおたに　はるか 女 15 静岡県浜松市東区
公益社団法人静岡県聴覚障害者協会
（静岡県立沼津聴覚特別支援学校　高等部1年）

115 8 サッカー女子 選手 大島　彩香 おおしま　あやか 女 21 兵庫県西宮市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

116 9 サッカー女子 選手 濱田　梨栄 はまだ　りえ 女 28 東京都大田区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

117 10 サッカー女子 選手 原田　明奈 はらだ　あきな 女 26 静岡県焼津市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

118 11 サッカー女子 選手 寺井　名美 てらい　なみ 女 37 静岡県磐田市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会


119 12 サッカー女子 選手 川畑　菜奈 かわばた　なな 女 23 北海道札幌市厚別区 神奈川県聴覚障害者連盟

120 13 サッカー女子 選手 御園　裕未 みその　ゆみ 女 26 埼玉県富士見市 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

121 14 サッカー女子 選手 井部　絵里子 いべ　えりこ 女 31 兵庫県三田市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

122 15 サッカー女子 選手 中井　香那 なかい　かな 女 24 大阪府堺市北区 社団法人大阪聴力障害者協会

123 16 サッカー女子 選手 酒井　藍莉 さかい　あいり 女 14 静岡県静岡市葵区
公益社団法人静岡県聴覚障害者協会
（静岡県立　静岡ろう学校　中学部3年）

124 17 サッカー女子 選手 宮田　夏実 みやた　なつみ 女 15 兵庫県伊丹市
公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会
（啓明学院高等学校　1年）

125 18 サッカー女子 選手 坂田　博美 さかた　ひろみ 女 32 東京都品川区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

126 19 サッカー女子 選手 佐藤　愛香 さとう　あいか 女 28 神奈川県大和市 神奈川県聴覚障害者連盟

127 20 サッカー女子 選手 仲宗根　祥子 なかそね　しょうこ 女 30 神奈川県座間市 神奈川県聴覚障害者連盟

128 21 サッカー女子 選手 星野　陽子 ほしの　ようこ 女 28 東京都杉並区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

129 22 サッカー女子 選手 首藤　麻衣 しゅとう　まい 女 30 東京都練馬区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

130 23 サッカー女子 選手 岩渕　亜依 いわぶち　あい 女 19 茨城県つくば市 社団法人茨城県聴覚障害者協会

131 1 柔道 監督 江上 忠孝 えがみ　ただたか 男 37 福岡県糸島市 健聴者

132 2 柔道 コーチ 桑原　和寿 くわはら　かずひさ 男 26 福岡県朝倉郡 健聴者

133 3 柔道 手話通訳 西川　美奈子 にしかわ　みなこ 女 42 福岡県宗像市 健聴者

134 4 柔道 選手 山田　光穂 やまだ　こうすい 男 31 滋賀県彦根市 社団法人滋賀県ろうあ協会

135 5 柔道 選手 吉良　暁生 きら　あきお 男 32 千葉県館山市上真倉 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

136 6 柔道 選手 東岸　林太郎 とうがん　りんたろう 男 27 高知県宿毛市 社団法人高知県聴覚障害者協会

137 7 柔道 選手 木ノ下　寿 きのした　ひさし 男 25 京都府長岡京市 社団法人京都府聴覚障害者協会

138 8 柔道 選手 宮下　真弥 みやした　しんや 男 28 愛知県安城市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

139 1 オリエンテーリング 監督 丘村　彰敏 おかむら　あきとし 男 50 大阪府高槻市 社団法人大阪聴力障害者協会

140 2 オリエンテーリング 選手 田村　聡 たむら　さとし 男 48 東京都立川市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

141 1 水泳 監督 豊田　律 とよだ　ただし 男 46 京都府京都市伏見区 社団法人京都府聴覚障害者協会

142 2 水泳 コーチ 平田　純 ひらた　じゅん 男 41 愛知県日進市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

143 3 水泳 トレーナー 中里　賢一 なかざと　けんいち 男 40 東京都豊島区 健聴者

144 4 水泳 スタッフ 高岸　里佳 たかぎし　りか 女 27 大阪府大阪市城東区 社団法人大阪聴力障害者協会

145 5 水泳 選手 金持　義和 かなじ　よしかず 男 19 大阪府泉南郡 社団法人大阪聴力障害者協会

146 6 水泳 選手 茨　隆太郎 いばら　りゅうたろう 男 19 神奈川県秦野市 社団法人東京都聴覚障害者連盟

147 7 水泳 選手 今村　可奈 いまむら　かな 女 25 大阪府河内長野市 社団法人大阪聴力障害者協会

148 8 水泳 選手 高瀬　理恵 たかせ　りえ 女 35 東京都太田区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

149 9 水泳 選手 藤川　彩夏 ふじかわ　あやか 女 17 長野県駒ヶ根市
社会福祉法人長野県聴覚障害者協会
（長野県松本ろう学校高等部3年）

150 10 水泳 選手 久保　南 くぼ　みなみ 女 16 愛知県豊田市
一般社団法人愛知県聴覚障害者協会
（愛知県立岡崎ろう学校高等部2年）

151 1 卓球 監督 佐藤　真二 さとう　しんじ 男 50 東京都杉並区 健聴者

152 2 卓球 コーチ 内山　敏彦 うちやま　としひこ 男 67 茨城県高萩市 健聴者

153 3 卓球 コーチ 須藤　聡美 すどう　さとみ 女 36 埼玉県八潮市 健聴者

154 4 卓球 手話通訳 井出　敬子 いで　けいこ 女 50 神奈川県相模原市 健聴者

155 5 卓球 選手 上田　萌 うえだ　もえ 女 23 茨城県日立市 社団法人茨城県聴覚障害者協会

156 6 卓球 選手 佐藤　理穂 さとう　りほ 女 22 東京都杉並区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

157 7 卓球 選手 有馬　千寿子 ありま　ちずこ 女 35 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県聴覚障害者連盟
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158 8 卓球 選手 川﨑　瑞恵 かわさき　みずえ 女 17 東京都小平市
社団法人東京都聴覚障害者連盟
（秋草学園高校高等部3年）

159 9 卓球 選手 望月　翔太 もちづき　しょうた 男 26 神奈川県横浜市港北区 神奈川県聴覚障害者連盟

160 10 卓球 選手 有馬　歓生 ありま　よしお 男 32 神奈川県横浜市鶴見区 神奈川県聴覚障害者連盟

161 11 卓球 選手 亀澤　史憲 かめざわ　ふみのり 男 20 宮城県仙台市青葉区 社団法人山梨県聴覚障害者協会

162 1 テニス 監督 稲辺　忠奎 いなべ　ちゅうけい 男 65 埼玉県戸田市 社団法人埼玉県聴覚障害者協会

163 2 テニス コーチ 内藤　公広 ないとう　きみひろ 男 37 東京都練馬区 健聴者

164 3 テニス スタッフ 尾形　滋子 おがた　しげこ 女 43 大阪府寝屋川市 社団法人大阪聴力障害者協会

165 4 テニス 選手 松下　哲也 まつした　てつや 男 39 大阪府貝塚市 社団法人大阪聴力障害者協会

166 5 テニス 選手 芦野　正樹 あしの　まさき 男 30 神奈川県横浜市港北区 神奈川県聴覚障害者連盟

167 6 テニス 選手 豊田　恵子 とよた　けいこ 女 30 大阪府泉南市 社団法人大阪聴力障害者協会

168 1 バレーボール男子 監督 岩下　忠正 いわした　ただまさ 男 34 東京都江戸川区 健聴者

169 2 バレーボール男子 トレーナー 岩田　秀治 いわた　ひではる 男 46 大阪府大阪市淀川区 健聴者

170 3 バレーボール男子 手話通訳 大崎　紀代美 おおさき　きよみ 女 53 大阪府豊中市 健聴者

171 4 バレーボール男子 スタッフ 菊池　加奈子 きくち　かなこ 女 50 東京都世田谷区 健聴者

172 5 バレーボール男子 選手 若原　正享 わかはら　まさゆき 男 30 栃木県那須塩原市 一般社団法人栃木県聴覚障害者協会

173 6 バレーボール男子 選手 田中　利典 たなか　としのり 男 28 兵庫県尼崎市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

174 7 バレーボール男子 選手 高橋　竜一 たかはし　りゅういち 男 25 愛知県刈谷市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

175 8 バレーボール男子 選手 中村　俊雄 なかむら　としお 男 30 大阪府大阪市福島区 社団法人大阪聴力障害者協会

176 9 バレーボール男子 選手 中野　智久 なかの　ともひさ 男 27 奈良県奈良市 社団法人奈良県聴覚障害者協会

177 10 バレーボール男子 選手 今井　勇太 いまい　ゆうた 男 20 大阪府大阪市城東区 社団法人大阪聴力障害者協会

178 11 バレーボール男子 選手 信田　光宣 のぶた　みつのぶ 男 42 兵庫県神戸市西区 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

179 12 バレーボール男子 選手 佐藤　淳吾 さとう　じゅんご 男 32 兵庫県川辺郡 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

180 13 バレーボール男子 選手 木村　孝成 きむら　たかしげ 男 25 東京都江戸川区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

181 14 バレーボール男子 選手 加賀　充 かが　みつる 男 22 新潟県上越市 社団法人新潟県聴覚障害者協会

182 15 バレーボール男子 選手 中橋　薫哉 なかはし　くにや 男 30 愛知県日進市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

183 16 バレーボール男子 選手 田畑　稔 たばた　みのる 男 28 愛知県刈谷市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

184 1 バレーボール女子 監督 狩野　美雪 かのう　みゆき 女 36 東京都世田谷区 健聴者

185 2 バレーボール女子 コーチ 村井　貴行 むらい　たかゆき 男 29 千葉県船橋市 健聴者

186 3 バレーボール女子 トレーナー 中川　菜保 なかがわ　なほ 女 36 茨城県つくば市 健聴者

187 4 バレーボール女子 手話通訳 飯塚　佳代 いいづか　かよ 女 42 千葉県市川市 健聴者

188 5 バレーボール女子 スタッフ 大川　裕二 おおかわ　ゆうじ 男 46 東京都大田区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

189 6 バレーボール女子 スタッフ 大川　愛子 おおかわ　あいこ 女 45 東京都大田区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

190 7 バレーボール女子 選手 柳川　奈美子 やながわ　なみこ 女 27 宮城県仙台市泉区 社団法人宮城県ろうあ協会

191 8 バレーボール女子 選手 菅谷　美穂 すがや　みほ 女 23 千葉県船橋市 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会

192 9 バレーボール女子 選手 宇賀耶　早紀 うがや　さき 女 22 栃木県栃木市 一般社団法人栃木県聴覚障害者協会

193 10 バレーボール女子 選手 安積　梨絵 あづみ　りえ 女 21 兵庫県姫路市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

194 11 バレーボール女子 選手 安積　千夏 あづみ　ちか 女 17 兵庫県姫路市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

195 12 バレーボール女子 選手 河尻　奈美 かわじり　なみ 女 24 岐阜県関市 一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会

196 13 バレーボール女子 選手 長澤　みゆき ながさわ　みゆき 女 25 神奈川県平塚市 神奈川県聴覚障害者連盟

197 14 バレーボール女子 選手 高良　美樹 たから　みき 女 22 香川県善通寺市 一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会

198 15 バレーボール女子 選手 藤井　美緒 ふじい　みお 女 18 岐阜県加茂郡 一般社団法人岐阜県聴覚障害者協会
（岐阜県立　岐阜聾学校　高等部3年）

199 16 バレーボール女子 選手 藤　裕子 ふじ　ひろこ 女 36 兵庫県神戸市西区 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

200 17 バレーボール女子 選手 三浦　早苗 みうら　さなえ 女 27 東京都杉並区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

201 18 バレーボール女子 選手 山﨑　望 やまさき　のぞみ 女 28 高知県室戸市 社団法人高知県聴覚障害者協会

202 1 日本選手団本部 団長 太田　陽介 おおた　ようすけ 男 54 福岡県福岡市西区 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

203 2 日本選手団本部 副団長 粟野　達人 あわの　たつひと 男 56 東京都渋谷区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

204 3 日本選手団本部 総務 嶋本　恭規 しまもと　やすのり 男 36 兵庫県三田市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

205 4 日本選手団本部 広報 仁木　尚美 にき　なおみ 女 45 神奈川県横浜市都筑区 神奈川県聴覚障害者連盟

206 5 日本選手団本部 総務 後藤　啓二 ごとう　けいじ 男 36 東京都中野区 社団法人東京都聴覚障害者連盟

207 6 日本選手団本部 医師 立石 智彦 たていし　ともひこ 男 45 神奈川県鎌倉市 健聴者

208 7 日本選手団本部 医師 羽森　貫 はもり　かん 男 37 京都府京都市西京区 健聴者

209 8 日本選手団本部 アスレティックトレーナー 中島　幸則 なかじま　ゆきのり 男 50 千葉県市川市 健聴者

210 9 日本選手団本部 アスレティックトレーナー 髙橋　小夜利 たかはし　さより 女 40 東京都板橋区 健聴者

211 10 日本選手団本部 看護師 高橋 美枝子 たかはし　みえこ 女 57 埼玉県所沢市 健聴者
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212 11 日本選手団本部 翻訳 高木　真知子 たかぎ　まちこ 女 63 東京都調布市 健聴者

213 12 日本選手団本部 手話通訳 豊島　絵美子 とよしま　えみこ 女 46 兵庫県神戸市中央区 健聴者

214 13 日本選手団本部 手話通訳 小林　慶美 こばやし　よしみ 女 36 群馬県高崎市 健聴者

215 14 日本選手団本部 手話通訳 長山 綾 ながやま　あや 女 33 京都府京都市伏見区 健聴者

216 15 日本選手団本部 広報 田原里絵 たはら　りえ 女 32 京都府京都市中京区 社団法人京都府聴覚障害者協会

217 16 日本選手団本部 輸送 林　孝雄 はやし　たかお 男 63 東京都中央区 健聴者

218 17 日本選手団本部 輸送 白坂　篤志 しらさか　あつし 男 36 東京都中央区 健聴者

219 18 日本選手団本部 輸送 内田　美春 うちだ　みはる 女 48 東京都中央区 健聴者


