
2009/7/30現在

1 日本選手団本部 1 団長 粟野　達人 アワノ　タツヒト 男 53 東京都渋谷区 (社)東京都聴覚障害者連盟

2 2 総務（副団長） 大杉　豊 オオスギ　ユタカ 男 46 東京都中野区 (社)東京都聴覚障害者連盟

3 3 医師 田口　智博 タグチ　トモヒロ 男 36 愛知県名古屋市昭和区 (健聴者）

4 4 医師 類家　拓也 ルイケ　タクヤ 男 34 北海道旭川市 (健聴者）

5 5
アスレティック
トレーナー

中島　幸則 ナカジマ　ユキノリ 男 47 千葉県市川市 (健聴者）

6 6
アスレティック
トレーナー

星野  直志 ホシノ　タダシ 男 28 東京都豊島区 (健聴者）

7 7 看護師 大島　三千子 オオシマ　ミチコ 女 44 栃木県宇都宮市 (健聴者）

8 8 看護師 高田　智子 タカタ　トモコ 女 50 千葉県千葉市稲毛区 (健聴者）

9 9 手話通訳 高井　洋 タカイ　ヒロシ 男 35 東京都豊島区 (健聴者）

10 10 手話通訳 豊島　絵美子 トヨシマ　エミコ 女 43 東京都練馬区 (健聴者）

11 11 事務局員
（翻訳）

小林　昌之 コバヤシ　マサユキ 男 45 東京都葛飾区 (健聴者）

12 12 事務局員
（広報/記事・HP）

高橋　真里 タカハシ　マリ 女 29 群馬県館林市 群馬県聴覚障害者団体連合会

13 13 事務局員
（広報/写真・HP）

岸田　修 キシダ　シュウ 男 35 東京都八王子市 (社)東京都聴覚障害者連盟

14 14 事務局員
（宿泊・輸送）

山崎　陽一 ヤマザキ　ヨウイチ 男 42 東京都江戸川区 (健聴者）

15 15 事務局員
（宿泊・輸送）

石澤　慧 コクザワ　ケイ 男 26 東京都杉並区 (健聴者）

16 16 事務局員
（記録）

瀬川　奈美 セガワ　ナミ 女 34 東京都江戸川区 (社)東京都聴覚障害者連盟

17 17 事務局員
（記録）

加茂下　和子 カモシタ　カズコ 女 38 東京都西東京市 (健聴者）

18 陸　上 1 スタッフ 三枝　隆行 サエグサ　タカユキ 男 41 兵庫県伊丹市 (社)大阪聴力障害者協会

19 2 スタッフ 竹原　和哉 タケハラ　カズヤ 男 31 東京都杉並区 (健聴者）

20 3 スタッフ 鷲見　英治 スミ　エイジ 男 46 愛媛県西予市 (健聴者）

21 4 スタッフ 東口　紘也 ヒガシグチ　ヒロヤ 男 31 大阪府大阪市阿倍野区 (社)大阪聴力障害者協会

22 5 スタッフ 田中　かつ子 タナカ　カツコ 女 67 東京都練馬区 (社)東京都聴覚障害者連盟

23 6 スタッフ 下堂薗　里美 シモドウゾノ　サトミ 女 28 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県聴覚障害者協会

24 7 スタッフ 下防　健太郎 シモボウ　ケンタロウ 男 37 東京都立川市 (社)東京都聴覚障害者連盟

25 8 スタッフ 喜多　清美 キタ　キヨミ 女 47 神奈川県横浜市金沢区 (健聴者）

役職
(ｽﾀｯﾌ/選手）

名　前 都道府県市区町村

　　第21回夏季デフリンピック（台北2009）日本選手団名簿

性別 所属団体

※年齢－2009年9月5日現在で記載

年齢フリガナ
通し
No

No競技名
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26 陸　上（続き） 9 選手 重田　竜佳 シゲタ　タツヨシ 男 21 大阪府枚方市 (社)大阪聴力障害者協会

27 10 選手 白石　進 シライシ　ススム 男 26 大阪府大阪市都島区 (社)大阪聴力障害者協会

28 11 選手 高田　裕士 タカダ　ユウジ 男 24 東京都港区 (社)東京都聴覚障害者連盟

29 12 選手 北田　明広 キタダ　アキヒロ 男 18 奈良県生駒郡三郷町 (社)奈良県聴覚障害者協会

30 13 選手 山中　孝一郎 ヤマナカ　コウイチロウ 男 28 東京都町田市 (社)東京都聴覚障害者連盟

31 14 選手
（日本選手団旗手）

森本　真敏 モリモト　マサトシ 男 24 滋賀県蒲生郡竜王町 (社)滋賀県ろうあ協会

32 15 選手 石田　孝正 イシダ　タカマサ 男 22 愛知県蒲郡市 (社)愛知県聴覚障害者協会

33 16 選手 佐藤　將光 サトウ　マサミツ 男 28 愛媛県西予市 愛媛県聴覚障害者協会

34 17 選手 竹花　康太郎 タケハナ　コウタロウ 男 22 大阪府東大阪市 (社)大阪聴力障害者協会

35 18 選手 前島　博之 マエジマ　ヒロユキ 男 21 鳥取県鳥取市 鳥取県ろうあ団体連合会

36 19 選手 板鼻　英二 イタハナ　エイジ 男 28 神奈川県川崎市宮前区 神奈川県聴覚障害者連盟

37 20 選手 寺澤　純一 テラサワ　ジュンイチ 男 22 愛知県知立市 (社)愛知県聴覚障害者協会

38 21 選手 山田　真人 ヤマダ　マサヒト 男 44 福島県いわき市 (社)福島県聴覚障害者協会

39 22 選手 金子　誠一 カネコ　セイイチ 男 42 山口県山口市 (社)山口県ろうあ連盟

40 23 選手 堰本　将平 セキモト　ショウヘイ 男 17 鳥取県岩美郡岩美町 鳥取県ろうあ団体連合会

41 24 選手 嶋田　裕子 シマダ　ユウコ 女 37 大阪府堺市单区 (社)大阪聴力障害者協会

42 25 選手 奥村　渚 オクムラ　ナギサ 女 21 奈良県奈良市 (社)奈良県聴覚障害者協会

43 26 選手 佐藤　優 サトウ　ユウ 女 20 愛知県豊田市 (社)愛知県聴覚障害者協会

44 バドミントン 1 スタッフ 石井　幹雄 イシイ　ミキオ 男 56 北海道札幌市北区 (社)北海道ろうあ連盟

45 2 スタッフ 岡崎　勇二 オカザキ　ユウジ 男 46 北海道札幌市西区 (健聴者）

46 3 スタッフ 田原　直幸 タハラ　ナオユキ 男 47 東京都日野市 (社)東京都聴覚障害者連盟

47 4 スタッフ 渡辺　恭弘 ワタナベ　タカヒロ 男 21 北海道札幌市单区 (健聴者）

48 5 選手 小堀　知史 コボリ　トモフミ 男 38 熊本県熊本市 (財)熊本県ろう者福祉協会

49 6 選手 宮﨑　大介 ミヤザキ　ダイスケ 男 30 熊本県熊本市 (財)熊本県ろう者福祉協会

50 7 選手 勝田　健 カツタ　タケシ 男 20 佐賀県鳥栖市 (社福)福岡県聴覚障害者協会

51 8 選手 甲斐　勝己 カイ　カツミ 男 32 兵庫県西宮市 (社福)福岡県聴覚障害者協会

52 9 選手 石井　満里 イシイ　マリ 女 29 北海道札幌市北区 (社)北海道ろうあ連盟

53 10 選手 井上　美緒 イノウエ　ミオ 女 25 埼玉県越谷市 (社)埼玉県聴覚障害者協会

54 11 選手 樋渡　美香 ヒワタリ　ミカ 女 25 愛知県岡崎市 (社)愛知県聴覚障害者協会
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55 バドミントン（続き） 12 選手 別所　睦月 ベッショ　ムツキ 女 19 三重県四日市市 (社)愛知県聴覚障害者協会

56 ビーチバレーボール 1 スタッフ 今井 起之 イマイ　タツユキ 男 31 埼玉県さいたま市大宮区 (健聴者）

57 2 スタッフ 大石 歴 オオイシ　レキ 男 24 神奈川県横浜市金沢区 (健聴者）

58 3

スタッフ
（男子バレー/
ビーチバレー
スタッフ兼務）

大川　裕二 オオカワ　ユウジ 男 42 東京都江戸川区 (社)東京都聴覚障害者連盟

59 4 スタッフ 太田　夏未 オオタ　ナツミ 女 21 東京都八王子市 (健聴者）

60 5 選手 平井 望 ヒライ　ノゾミ 女 25 千葉県船橋市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

61 6 選手 曾本 聡子 エモト　サトコ 女 26 千葉県市川市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

62 7 選手 沼澤 真里 ヌマザワ　マリ 女 27 千葉県柏市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

63 8 選手 藤田 琴美 フジタ　コトミ 女 22 神奈川県伊勢原市 神奈川県聴覚障害者連盟

64 バスケットボール男子 1 スタッフ 坂本 知加良 サカモト　チカラ 男 29 北海道札幌市東区 (健聴者）

65 2 スタッフ 谷口 裕教 タニグチ　ヤスノリ 男 35 北海道北広島市 (社)北海道ろうあ連盟

66 3 スタッフ 青井 佳奈子 アオイ　カナコ 女 24 宮城県仙台市泉区 (社)宮城県ろうあ協会

67 4 スタッフ 吉野　巨人 ヨシノ　ナオト 男 25 千葉県流山市 (健聴者）

68 5 スタッフ 山﨑 敬祐 ヤマザキ　ケイスケ 男 29 福岡県福岡市早良区 (健聴者）

69 6 選手 及川　澄志 オイカワ　キヨシ 男 31 北海道帯広市 (社)北海道ろうあ連盟

70 7 選手 雪森　文晃 ユキモリ　フミアキ 男 27 東京都大田区 (社)東京都聴覚障害者連盟

71 8 選手 辻　朋大 ツジ　トモヒロ 男 26 三重県四日市市 (社)三重県聴覚障害者協会

72 9 選手 手塚　清貴 テヅカ　キヨタカ 男 22 北海道札幌市 (社)北海道ろうあ連盟

73 10 選手 小沼　功治 オヌマ　コウジ 男 27 神奈川県横浜市戸塚区 神奈川県聴覚障害者連盟

74 11 選手 西川　恵太 ニシカワ　ケイタ 男 27 神奈川県横浜市戸塚区 神奈川県聴覚障害者連盟

75 12 選手 石川　友正 イシカワ　トモマサ 男 27 東京都府中市 (社)東京都聴覚障害者連盟

76 13 選手 大平　良龍 オオヒラ　ヨシタツ 男 21 福岡県福岡市西区 (社福)福岡県聴覚障害者協会

77 14 選手 丹沢　佑輔 タンザワ　ユウスケ 男 23 神奈川県相模原市 神奈川県聴覚障害者連盟

78 15 選手 吉良　悠祐 キラ　ユウスケ 男 20 福岡県朝倉市 (社福)福岡県聴覚障害者協会

79 16 選手 小立　哲也 オダチ　テツヤ 男 32 大阪府箕面市 (社)大阪聴力障害者協会

80 17 選手 西　正剛 ニシ　マサタカ 男 35 福岡県福岡市博多区 (社福)福岡県聴覚障害者協会

81 バスケットボール女子 1 スタッフ 五十嵐　悟 イガラシ　サトル 男 45 北海道旭川市 (社)北海道ろうあ連盟

82 2 スタッフ 木下　千代 キノシタ　チヨ 女 25 大阪府四条畷市 (健聴者）
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83
バスケットボール女子

（続き）
3 スタッフ 会田　孝行 アイダ　タカユキ 男 42 埼玉県所沢市 (社)埼玉県聴覚障害者協会

84 4 スタッフ 林　彩根 ハヤシ　サイコン 男 56 大阪府河内長野市 (健聴者）

85 5 スタッフ 栢森　香澄 カヤモリ　カスミ 女 21 東京都八王子市 (健聴者）

86 6 選手 大庭　紀美 オオバ　モトミ 女 29 静岡県裾野市 (社)静岡県聴覚障害者協会

87 7 選手 渡辺　亜紀 ワタナベ　アキ 女 25 大阪府枚方市 (社)大阪聴力障害者協会

88 8 選手 平林　裕子 ヒラバヤシ　ヒロコ 女 28 千葉県船橋市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

89 9 選手 渡辺　さやか ワタナベ　サヤカ 女 23 神奈川県川崎市幸区 神奈川県聴覚障害者連盟

90 10 選手 杉谷　香 スギタニ　カオリ 女 24 兵庫県尼崎市 (社)兵庫県聴覚障害者協会

91 11 選手 長谷川　理沙 ハセガワ　リサ 女 24 兵庫県尼崎市 (社)兵庫県聴覚障害者協会

92 12 選手 蓑原　由加利 ミノハラ　ユカリ 女 26 東京都東村山市 (社)東京都聴覚障害者連盟

93 13 選手 鈴木　裕加 スズキ　ユカ 女 29 大阪府高槻市 (社)大阪聴力障害者協会

94 14 選手 真野　美千代 マノ　ミチヨ 女 35 千葉県浦安市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

95 15 選手 三宅　里歩 ミヤケ　リホ 女 17 愛媛県四国中央市 愛媛県聴覚障害者協会

96 16 選手 富田　望 トミタ　ノゾミ 女 24 大阪府東大阪市 (社)大阪聴力障害者協会

97 17 選手 的場　友里恵 マトバ　ユリエ 女 23 大阪府堺市中区 (社)大阪聴力障害者協会

98 ボウリング 1 スタッフ 邊見　新吉 ヘンミ　シンキチ 男 43 福島県白河市 (社)福島県聴覚障害者協会

99 2 スタッフ 笹木　光明 ササキ　ミツアキ 男 59 千葉県松戸市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

100 3 スタッフ 笹木　るみ子 ササキ　ルミコ 女 52 千葉県松戸市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

101 4 選手 数見　満 カズミ　ミツル 男 66 和歌山県和歌山市 (社)和歌山県聴覚障害者協会

102 5 選手 新垣　匡史 アラカキ　マサフミ 男 33 沖縄県那覇市 沖縄県聴覚障害者協会

103 6 選手 久保　春夫 クボ　ハルオ 男 50 群馬県太田市 群馬県聴覚障害者団体連合会

104 7 選手 藤岡　宏明 フジオカ　ヒロアキ 男 52 広島県福山市 (社)広島県ろうあ連盟

105 8 選手 松清　俊子 マツキヨ　トシコ 女 62 愛知県名古屋市中村区 (社)愛知県聴覚障害者協会

106 サッカー男子 1 スタッフ 尾上 直也 オノエ　ナオヤ 男 39 埼玉県熊谷市 (健聴者）

107 2 スタッフ 塚田 智宏 ツカダ　トモヒロ 男 29 埼玉県越谷市 (健聴者）

108 3 スタッフ 北 一行 キタ　カズユキ 男 34 埼玉県さいたま市桜区 (健聴者）

109 4 スタッフ 高橋 孝司 タカハシ　コウジ 男 56 埼玉県草加市 (社)埼玉県聴覚障害者協会

110 5 スタッフ 山崎　剛 ヤマサキ　ゴウ 男 21 東京都多摩市 (健聴者）

111 6 選手 四方 恒 シカタ　ヒサシ 男 32 愛知県豊田市 (社)愛知県聴覚障害者協会
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112 サッカー男子（続き） 7 選手 金安 恭平 カナヤス　キョウヘイ 男 22 北海道札幌市北区 (社)北海道ろうあ連盟

113 8 選手 西浦　太志 ニシウラ　フトシ 男 28 大阪府和泉市 (社)大阪聴力障害者協会

114 9 選手 伊東　高志 イトウ　タカシ 男 33 愛知県安城市 (社)愛知県聴覚障害者協会

115 10 選手 野呂　啓 ノロ　ケイ 男 34 愛知県名古屋市瑞穂区 (社)愛知県聴覚障害者協会

116 11 選手 細見　尚史 ホソミ　ヒサシ 男 28 兵庫県たつの市 (社)兵庫県聴覚障害者協会

117 12 選手 中島　正行 ナカジマ　マサユキ 男 27 東京都豊島区 (社)東京都聴覚障害者連盟

118 13 選手 野間　三夫 ノマ　ミツオ 男 30 福岡県北九州市 (社福)福岡県聴覚障害者協会

119 14 選手 伊賀崎　俊 イガサキ　シュン 男 28 千葉県印西市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

120 15 選手 松本　弘 マツモト　ヒロシ 男 23 東京都国分寺市 (社)東京都聴覚障害者連盟

121 16 選手 木根渕　慶彦 キネブチ　ヨシヒコ 男 29 東京都三鷹市 (社)東京都聴覚障害者連盟

122 17 選手 穐田　誠 アキタ　マコト 男 19 熊本県熊本市 (財)熊本県ろう者福祉協会

123 18 選手 桐生　聖明 キリュウ　キヨアキ 男 19 神奈川県大和市 神奈川県聴覚障害者連盟

124 19 選手 村上　祐太郎 ムラカミ　ユウタロウ 男 24 千葉県旭市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

125 20 選手 河野　翔 コウノ　ショウ 男 20 茨城県つくば市 (社)茨城県聴覚障害者協会

126 21 選手 高橋　裕樹 タカハシ　ユウキ 男 29 大阪府堺市北区 (社)大阪聴力障害者協会

127 22 選手 桶口　智弘 オケグチ　トモヒロ 男 31 佐賀県佐賀市 佐賀県聴覚障害者協会

128 23 選手 那須川　耀 ナスカワ　ヨウ 男 18 北海道札幌市北区 (社)北海道ろうあ連盟

129 24 選手 船越　弘幸 フナコシ　ヒロユキ 男 31 大阪市東住吉区 (社)大阪聴力障害者協会

130 25 選手 白井　隆 シライ　タカシ 男 25 大阪府茨木市 (社)大阪聴力障害者協会

131 26 選手 江島　由高 エジマ　ヨシタカ 男 24 千葉県柏市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

132 27 選手 松元　卓己 マツモト　タクミ 男 20 福岡県北九州市 (社福)福岡県聴覚障害者協会

133 28 選手 古　隆喜 フル　タカヨシ 男 30 兵庫県尼崎市 (社)兵庫県聴覚障害者協会

134 サッカー女子 1 スタッフ 佐藤 浩幸 サトウヒロユキ 男 49 神奈川県綾瀬市 神奈川県聴覚障害者連盟

135 2 スタッフ 武井 基 タケイ　モトイ 男 28 東京都町田市 (社)東京都聴覚障害者連盟

136 3 スタッフ 立川 智隆 タツガワ　トモタカ 男 31 広島県広島市安佐北区 (社)広島県ろうあ連盟

137 4 スタッフ 中山 剛 ナカヤマ　ツヨシ 男 33 兵庫県姫路市 (健聴者）

138 5 スタッフ 川畑 孝夫 カワバタ　タカオ 男 52 北海道札幌市厚別区 (社)北海道ろうあ連盟

139 6 選手 会津 みなみ アイヅ　ミナミ 女 24 東京都青梅市 (社)東京都聴覚障害者連盟

140 7 選手 井部 絵里子 イベ　エリコ 女 27 兵庫県三田市 (社)兵庫県聴覚障害者協会
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141 サッカー女子（続き） 8 選手 大島 彩香 オオシマ　アヤカ 女 17 兵庫県西宮市 (社)兵庫県聴覚障害者協会

142 9 選手 川畑 菜奈 カワバタ　ナナ 女 19 北海道札幌市厚別区 (社)北海道ろうあ連盟

143 10 選手 黒崎 幸恵 クロサキ　サチエ 女 31 東京都江戸川区 (社)東京都聴覚障害者連盟

144 11 選手 熊沢 佑吏 クマザワ　ユリ 女 28 愛知県名古屋市天白区 (社)愛知県聴覚障害者協会

145 12 選手 古賀 千恵美 コガ　チエミ 女 26 千葉県千葉市美浜区 (社福)千葉県聴覚障害者協会

146 13 選手 佐藤 愛香 サトウ　アイカ 女 24 神奈川県大和市 神奈川県聴覚障害者連盟

147 14 選手 佐野 和美 サノ　カズミ 女 23 静岡県伊豆の国市 (社)静岡県聴覚障害者協会

148 15 選手 首藤 麻衣 シュトウ　マイ 女 27 埼玉県さいたま市单区 (社)埼玉県聴覚障害者協会

149 16 選手 芹澤 育代 セリザワ　イクヨ 女 24 東京都町田市 (社)東京都聴覚障害者連盟

150 17 選手 田中　惠 タナカ　メグミ 女 27 北海道札幌市北区 (社)北海道ろうあ連盟

151 18 選手 田村 友恵 タムラ　トモエ 女 25 東京都大田区 (社)東京都聴覚障害者連盟

152 19 選手 寺井 名美 テライ　ナミ 女 34 静岡県磐田市 (社)静岡県聴覚障害者協会

153 20 選手 中井 香那 ナカイ　カナ 女 20 大阪府堺市北区 (社)大阪聴力障害者協会

154 21 選手 仲宗根 祥子 ナカソネ　ショウコ 女 26 神奈川県座間市 神奈川県聴覚障害者連盟

155 22 選手 濱田　梨栄 ハマダ　リエ 女 24 東京都大田区 (社)東京都聴覚障害者連盟

156 23 選手 御園　裕未 ミソノ　ユミ 女 22 埼玉県上尾市 (社)埼玉県聴覚障害者協会

157 柔　道 1 スタッフ兼選手 单　栄一 ミナミ　エイイチ 男 59 福岡県三井郡大刀洗町 (社福)福岡県聴覚障害者協会

158 2 スタッフ 石橋　千草 イシバシチグサ 女 31 東京都世田谷区 (健聴者）

159 3 スタッフ 渡部　裕介 ワタベ　ユウスケ 男 48 東京都江東区 (社)東京都聴覚障害者連盟

160 4 選手 山田　光穂 ヤマダ　コウスイ 男 28 滋賀県彦根市 (社)滋賀県ろうあ協会

161 5 選手 東　智宏 ヒガシ　トモヒロ 男 26 鹿児島県大島郡瀬戸内町 鹿児島県聴覚障害者協会

162 6 選手 須川　幸一 スカワ　コウイチ 男 33 東京都江戸川区 (社)東京都聴覚障害者連盟

163 7 選手 宮山　賢治 ミヤヤマ　ケンジ 男 34 鹿児島県大島郡瀬戸内町 鹿児島県聴覚障害者協会

164 空　手 1 スタッフ 宮下　昭宣 ミヤシタ　アキノブ 男 43 埼玉県越谷市 (社)埼玉県聴覚障害者協会

165 2 スタッフ 高橋　朋子 タカハシトモコ 女 32 東京都板橋区 (社)東京都聴覚障害者連盟

166 3 スタッフ 坂口　健二 サカグチ　ケンジ 男 41 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 神奈川県聴覚障害者連盟

167 4 選手 小島　崇寛 コジマ　タカヒロ 男 23 愛知県岡崎市 (社)愛知県聴覚障害者協会

168 5 選手 栗本　紗弥 クリモト　サヤ 女 20 大分県大分市 (社福)大分県聴覚障害者協会

169 水　泳 1 スタッフ 豊田　律 トヨダ　タダシ 男 42 三重県鈴鹿市 (社)三重県聴覚障害者協会
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170 水　泳（続き） 2 スタッフ 大平　英一 オオヒラ　エイイチ 男 56 大阪府河内長野市 (健聴者）

171 3 スタッフ 村山　樹里 ムラヤマ　ジュリ 女 32 愛知県愛知郡東郷町 (社)愛知県聴覚障害者協会

172 4 選手 今村　可奈 イマムラ　カナ 女 21 大阪府河内長野市 (社)大阪聴力障害者協会

173 5 選手 茨　隆太郎 イバラ　リュウタロウ 男 15 東京都江戸川区 (社)東京都聴覚障害者連盟

174 6 選手 山本　駿 ヤマモト　シュン 男 17 東京都葛飾区 (社)東京都聴覚障害者連盟

175 7 選手 高瀬　理恵 タカセ　リエ 女 31 東京都大田区 (社)東京都聴覚障害者連盟

176 8 選手 藤川　彩夏 フジカワ　アヤカ 女 14 長野県駒ヶ根市 中学生

177 9 選手 水谷　哲也 ミズタニ　テツヤ 男 35 京都府京都市单区 (社)京都府聴覚障害者協会

178 10 選手 高岸　里佳 タカギシ　リカ 女 23 大阪府大阪市城東区 (社)大阪聴力障害者協会

179 11 選手 藤井　陽 フジイ　ヨウ 男 25 愛知県名古屋市北区 (社)愛知県聴覚障害者協会

180 12 選手 北嶋　昇 キタジマ　ノボル 男 32 茨城県つくば市 (社)茨城県聴覚障害者協会

181 13 選手 木下　徹 キノシタ　トオル 男 20 茨城県つくば市 (社)茨城県聴覚障害者協会

182 卓　球 1 スタッフ 佐藤　真二 サトウ　シンジ 男 46 東京都杉並区 (健聴者）

183 2 スタッフ 西村　卓二 ニシムラ　タクジ 男 61 千葉県市川市 (健聴者）

184 3 スタッフ 谷上　宏樹 タニガミ　ヒロキ 男 33 京都府舞鶴市 (健聴者）

185 4 スタッフ 冨田 　茂 トミタ　シゲル 男 55 千葉県千葉市稲毛区 (社福)千葉県聴覚障害者協会

186 5 スタッフ 今西　伸行 イマニシ　ノブユキ 男 36 大阪府東大阪市 (社)大阪聴力障害者協会

187 6 スタッフ 高橋　さや タカハシ　サヤ 女 29 千葉県八千代市 (健聴者）

188 7 スタッフ 井出　敬子 イデ　ケイコ 女 46 神奈川県横浜市神奈川区 (健聴者）

189 8 スタッフ 松下 　健 マツシタ　ケン 男 23 茨城県日立市 (社)茨城県聴覚障害者協会

190 9 選手 望月 翔太 モチヅキ　ショウタ 男 22 神奈川県横須賀市 神奈川県聴覚障害者連盟

191 10 選手 青山 　修 アオヤマ　オサム 男 40 千葉県千葉市若葉区 (社福)千葉県聴覚障害者協会

192 11 選手 梅村　正樹 ウメムラ　マサキ 男 35 北海道北広島市 (社)北海道ろうあ連盟

193 12 選手 上田　大輔 ウエダ　ダイスケ 男 24 京都府舞鶴市 (社)京都府聴覚障害者協会

194 13 選手
（日本選手団主将）

上田 　萌 ウエダ　モエ 女 19 東京都新宿区 (社)東京都聴覚障害者連盟

195 14 選手 鈴木　由樹子 スズキ　ユキコ 女 32 北海道札幌市豊平区 (社)北海道ろうあ連盟

196 15 選手 小浜　京子 コハマ　キョウコ 女 33 大阪府東大阪市 (社)大阪聴力障害者協会

197 16 選手 佐藤　理穂 サトウ　リホ 女 18 東京都杉並区 (社)東京都聴覚障害者連盟

198 テニス 1 スタッフ 森本　尚樹 モリモト　ナオキ 男 38 兵庫県尼崎市 (社)兵庫県聴覚障害者協会
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199 テニス（続き） 2 スタッフ 杉本　和子 スギモト　カズコ 女 41 東京都新宿区 (健聴者）

200 3 スタッフ 梶野　千賀子 カジノ　チカコ 女 39 大阪府大阪市北区 (社)大阪聴力障害者協会

201 4 スタッフ 稲辺　忠奎 イナベ　チュウケイ 男 61 埼玉県戸田市 (社)埼玉県聴覚障害者協会

202 5 スタッフ 石水　政之 イシミズ　マサユキ 男 47 静岡県駿東郡長泉町 (社)静岡県聴覚障害者協会

203 6 選手 松下　哲也 マツシタ　テツヤ 男 35 大阪府貝塚市 (社)大阪聴力障害者協会

204 7 選手 梶下　怜紀 カジシタ　レイキ 男 15 広島県広島市安佐单区 中学生

205 8 選手 阿部　八千代 アベ　ヤチヨ 女 34 徳島県板野郡上板町 徳島県聴覚障害者福祉協会

206 9 選手 辻岡　瑞恵 ツジオカ　ミズエ 女 34 大阪府大阪市天王寺区 (社)大阪聴力障害者協会

207 バレーボール男子 1 スタッフ 岩下　忠正 イワシタ　タダマサ 男 31 東京都江戸川区 (健聴者）

208 2 スタッフ 金子　大 カネコ　マサル 男 23 東京都杉並区 (健聴者）

209 3 スタッフ 大崎　紀代美 オオサキ　キヨミ 女 49 東京都葛飾区 (健聴者）

- 4

スタッフ
（男子バレー/
ビーチバレー
スタッフ兼務）

大川　裕二 オオカワ　ユウジ 男 42 東京都江戸川区 (社)東京都聴覚障害者連盟

210 5 スタッフ 古徳　愛子 コトク　アイコ 女 41 東京都大田区 (社)東京都聴覚障害者連盟

211 6 スタッフ 川邉　貴久 カワベ　タカヒサ 男 47 大阪府大阪市阿倍野区 (社)大阪聴力障害者協会

212 7 スタッフ 山﨑　藍 ヤマザキ　アイ 女 25 千葉県千葉市稲毛区 (社福)千葉県聴覚障害者協会

213 8 選手 信田　光宣 ノブタ　ミツノブ 男 38 兵庫県神戸市西区 (社)兵庫県聴覚障害者協会

214 9 選手 西村　浩一 ニシムラ　コウイチ 男 36 兵庫県西宮市 (社)兵庫県聴覚障害者協会

215 10 選手 平田　智哉 ヒラタ　トモヤ 男 32 千葉県市川市 (社福)千葉県聴覚障害者協会

216 11 選手 若原　正享 ワカハラ　マサユキ 男 26 栃木県那須塩原市 栃木県聴覚障害者協会

217 12 選手 田中　利典 タナカ　トシノリ 男 24 滋賀県草津市 (社)滋賀県ろうあ協会

218 13 選手 猪野　康隆 イノ　ヤスタカ 男 35 東京都府中市 (社)東京都聴覚障害者連盟

219 14 選手 瀬井　達也 セイ　タツヤ 男 26 東京都町田市 (社)東京都聴覚障害者連盟

220 15 選手 高橋　竜一 タカハシ　リュウイチ 男 21 愛知県大府市 (社)愛知県聴覚障害者協会

221 16 選手 乾　文雄 イヌイ　フミオ 男 32 大阪府大阪市生野区 (社)大阪聴力障害者協会

222 17 選手 中野　智久 ナカノ　トモヒサ 男 24 大阪府堺市美原区 (社)大阪聴力障害者協会

223 18 選手 今井　勇太 イマイ　ユウタ 男 16 大阪府大阪市城東区 (社)大阪聴力障害者協会

224 19 選手 中村　俊雄 ナカムラ　トシオ 男 26 大阪府大阪市福島区 (社)大阪聴力障害者協会

225 バレーボール女子 1 スタッフ 吉田　浩司 ヨシダ　コウジ 男 45 神奈川県平塚市 (健聴者）
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226
バレーボール女子

（続き）
2 スタッフ 遠藤　昌治 エンドウ　マサハル 男 42 静岡県富士宮市 (健聴者）

227 3 スタッフ 物井明子 モノイ　アキコ 女 41 神奈川県中郡大磯町 神奈川県聴覚障害者連盟

228 4 スタッフ 矢島　実 ヤジマ　ミノル 男 39 千葉県千葉市稲毛区 (健聴者）

229 5 スタッフ 澤和　信二 タクワ　シンジ 男 47 千葉県市原市 (社)千葉県聴覚障害者協会

230 6 スタッフ
海老澤　あき
つ

エビサワ　アキツ 女 32 東京都板橋区 (社)東京都聴覚障害者連盟

231 7 スタッフ 小垣　奈美 オガキ　ナミ 女 32 兵庫県西宮市 (社)兵庫県聴覚障害者協会

232 8 スタッフ 梅本　祥子 ウメモト　サチコ 女 33 大阪府大阪市生野区 (社)大阪聴力障害者協会

233 9 選手 柳川　奈美子 ヤナガワ　ナミコ 女 23 宮城県仙台市泉区 (社)宮城県ろうあ協会

234 10 選手 菅谷　美穂 スガヤ　ミホ 女 20 茨城県石岡市 (社)茨城県聴覚障害者協会

235 11 選手 信田　裕子 ノブタ　ヒロコ 女 32 兵庫県神戸市西区 (社)兵庫県聴覚障害者協会

236 12 選手 赤堀　美里 アカホリ　ミサト 女 32 静岡県掛川市 (社)静岡県聴覚障害者協会

237 13 選手 鈴木　恵子 スズキ　ケイコ 女 28 京都府京都市单区 (社)京都府聴覚障害者協会

238 14 選手 岡本　かおり オカモト　カオリ 女 33 大阪府大阪市生野区 (社)大阪聴力障害者協会

239 15 選手 岡崎　宏美 オカザキ　ヒロミ 女 29 大阪府大阪市 (社)大阪聴力障害者協会

240 16 選手 安積　梨絵 アヅミ　リエ 女 18 兵庫県飾麿郡夢前町 (社)兵庫県聴覚障害者協会

241 17 選手 物袋　友美 モッテ　トモミ 女 36 大阪府大阪市平野区 (社)大阪聴力障害者協会

242 18 選手 長澤　みゆき ナガサワ　ミユキ 女 21 東京都八王子市 神奈川県聴覚障害者連盟

243 19 選手 青木　洋佳 アオキ　ヒロカ 女 30 東京都三鷹市 (社)東京都聴覚障害者連盟

244 20 選手 山崎　望 ヤマサキ　ノゾミ 女 25 大阪府大東市 (社)大阪聴力障害者協会

245 21 選手 升田　真紀 マスダ　マキ 女 36 兵庫県神戸市東灘区 (社)兵庫県聴覚障害者協会
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