
日本選手団名簿

通し No 競技名
役職

（スタッフ/選手）
名前 ふりがな 性別 年齢 住所 所属団体 勤務先・学校名等

1 1 本部 団長 山根 昭治 やまね しょうじ 男 61 北海道旭川市 公益社団法人北海道ろうあ連盟 北海道旭川聾学校

2 2 本部 総監督 粟野 達人 あわの たつひと 男 60 東京都渋谷区 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

3 3 本部 総務 倉野 直紀 くらの なおき 男 44 三重県多気郡 一般社団法人三重県聴覚障害者協会 三重県聴覚障害者支援センター

4 4 本部 総務 川俣 郁美 かわまた いくみ 女 28 栃木県宇都宮市 一般社団法人栃木県聴覚障害者協会 ランスタッド株式会社

5 5 本部 手話通訳 長山 綾 ながやま あや 女 37 京都府京都市伏見区
社会福祉法人 京都聴覚言語障害者福祉協会

京都府聴覚言語障害センター

6 6 本部 手話通訳 加藤 かおり かとう かおり 女 45 大阪府大阪市住之江区

7 7 本部 手話通訳 黒石 恵理子 くろいし えりこ 女 38 静岡県静岡市駿河区 駿河区役所駿河福祉事務所

8 8 本部 トルコ語通訳 KENAN KONNOLU けなん こんのる 男 47 トルコ FLEX TOURISM & TRAVEL AGENCY

9 9 本部 トルコ語通訳 江澤 登美 えざわ とみ 女 48 トルコ FLEX TOURISM & TRAVEL AGENCY

10 10 本部 広報 古 隆喜 ふる たかよし 男 37 兵庫県尼崎市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 株式会社 村田製作所 野洲事業所

11 11 本部 事務局 岡安 澄子 おかやす すみこ 女 53 東京都練馬区 一般財団法人全日本ろうあ連盟 一般財団法人全日本ろうあ連盟

12 12 本部 事務局 加茂下 和子 かもした かずこ 女 45 東京都西東京市 一般財団法人全日本ろうあ連盟

13 13 本部 医師 立石 智彦 たていし ともひこ 男 49 神奈川県鎌倉市 社会福祉法人 同愛記念病院財団　同愛記念病院

14 14 本部 医師 松村 惠津子 まつむら えつこ 女 35 東京都文京区 東京医科歯科大学附属病院　運動器外科

15 15 本部 医師 中村 香織 なかむら かおり 女 36 ドイツ

16 16 本部
アスレティック

トレーナー
平田 昂大 ひらた あきひろ 男 28 横浜市 慶應義塾大学ラグビー部

17 17 本部
アスレティック

トレーナー
砂川 あゆ未 すながわ あゆみ 女 27 神奈川県川崎市幸区 ブライトスターズ

18 18 本部 看護師 鯨井 恵子 くじらい けいこ 女 57 埼玉県所沢市 国立障害者リハビリテーションセンター病院

19 19 本部 輸送 石澤 慧 こくざわ けい 男 34 東京都千代田区 近畿日本ツーリスト株式会社

20 20 本部 輸送 山崎 陽一 やまざき よういち 男 50 東京都千代田区 近畿日本ツーリスト株式会社

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※年齢－2017年5月16日現在

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※所属団体－選手・聴覚障害者スタッフが所属する全日本ろうあ連盟加盟団体



日本選手団名簿

通し No 競技名
役職

（スタッフ/選手）
名前 ふりがな 性別 年齢 住所 所属団体 勤務先・学校名等

21 1 陸上 監督 三枝 隆行 さえぐさ たかゆき 男 48 兵庫県伊丹市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 株式会社　日興商会

22 2 陸上
中・長距離

マラソンコーチ
山田 真人 やまだ まさひと 男 51 福島県いわき市 一般社団法人福島県聴覚障害者協会 株式会社タンガロイ

23 3 陸上 跳躍コーチ 平井 勇気 ひらい ゆうき 男 38 神奈川県横浜市保土ケ谷区 株式会社チェースシステムズ

24 4 陸上 跳躍コーチ 岡田 知彦 おかだ ともひこ 男 45 東京都立川市 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 東芝デバイス&ストレージ株式会社

25 5 陸上 短距離コーチ 水野 史生 みずの ふみお 男 33 東京都町田市 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 ほけんの窓口グループ株式会社

26 6 陸上 トレーナー 大塚 健吾 おおつか けんご 男 32 静岡県駿東郡 EARTH　GO

27 7 陸上 トレーナー 山岸 亮良 やまぎし あきら 男 42 神奈川県横浜市港南区 Total BODY Design 山岸整骨院

28 8 陸上 投擲コーチ 鷲見 英治 すみ えいじ 男 53 愛媛県西予市 愛媛県立長浜高等学校

29 9 陸上 国際手話通訳 宮本 一郎 みやもと いちろう 男 58 東京都八王子市 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

30 10 陸上 トレーナー 内海 優 うつみ ゆう 女 44 滋賀県大津市 滋賀県聴覚障害者センター

31 11 陸上 スタッフ 正垣 亜矢子 まさがき あやこ 女 31 東京都大田区 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 株式会社gloops

32 12 陸上 スタッフ 三坂 香 みさか かほる 女 31 東京都練馬区 株式会社リレーション

33 13 陸上 選手 湯上 剛輝 ゆがみ まさてる 男 24 愛知県豊田市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 トヨタ自動車株式会社

34 14 陸上 選手 佐藤 賢太 さとう　けんた 男 27 鹿児島県霧島市 一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会 京セラ株式会社　鹿児島国分工場

35 15 陸上 選手 森光 佑矢 もりみつ ゆうや 男 21 石川県金沢市 社会福祉法人石川県聴覚障害者協会 金沢星稜大学

36 16 陸上 選手 吉田 利幸 よしだ としゆき 男 29 神奈川県川崎市中原区 神奈川県聴覚障害者連盟 東芝情報システム株式会社

37 17 陸上 選手 山田 真樹 やまだ まき 男 19 東京都文京区 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 東京経済大学

38 18 陸上 選手 佐藤 麻梨乃 さとう まりの 女 21 神奈川県横須賀市 神奈川県聴覚障害者連盟 横浜国立大学

39 19 陸上 選手 竹花 康太郎 たけはな こうたろう 男 30 神奈川県横浜市南区 神奈川県聴覚障害者連盟 横浜市立ろう特別支援学校

40 20 陸上 選手 田井 小百合 たい さゆり 女 38 長崎県東彼杵郡 一般社団法人長崎県ろうあ協会 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

41 21 陸上 選手 村尾 茉優 むらお まゆ 女 21 徳島県阿波市 特定非営利活動法人徳島県聴覚障害者福祉協会 四国大学
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42 22 陸上 選手 石田 考正 いしだ たかまさ 男 30 愛知県岡崎市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

43 23 陸上 選手 山中 孝一郎 やまなか こういちろう 男 35 東京都町田市 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 株式会社　日立製作所

44 24 陸上 選手 佐々木 琢磨 ささき たくま 男 23 宮城県柴田郡 一般社団法人宮城県聴覚障害者協会 仙台大学

45 25 陸上 選手 前島 博之 まえじま ひろゆき 男 29 鳥取県鳥取市 公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会 鳥取県立鳥取聾学校

46 26 陸上 選手 滝澤 佳奈子 たきざわ かなこ 女 17 神奈川県横浜市保土ヶ谷区
神奈川県聴覚障害者連盟

（横浜市立ろう特別支援学校　３年）
横浜市立ろう特別支援学校

47 27 陸上 選手 佐藤 將光 さとう まさみつ 男 36 愛媛県松山市 愛媛県聴覚障害者協会

48 28 陸上 選手 嶋田 裕子 しまだ ゆうこ 女 45 大阪府堺市南区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 ミズノ株式会社

49 29 陸上 選手 小松 彩香 こまつ あやか 女 24 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

50 30 陸上 選手 高田 裕士 たかだ ゆうじ 男 32 東京都港区 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 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

51 31 陸上 選手 中村 晃大 なかむら こうだい 男 26 長野県北安曇郡 社会福祉法人長野県聴覚障害者協会 松川村役場

52 32 陸上 選手 谷岡 真帆 たにおか まほ 女 15 愛媛県松山市
愛媛県聴覚障害者協会

（愛媛県立松山北高等学校　１年）
愛媛県立松山北高等学校

53 33 陸上 選手 高橋 渚 たかはし なぎさ 女 28 静岡県沼津市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 明電システムソリューション株式会社

54 34 陸上 選手 岡田 海緒 おかだ  みお 女 19 東京都立川市 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 日本女子体育大学

55 35 陸上 選手 長内 智 おさない さとし 男 26 千葉県佐倉市 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 パンチ工業

56 36 陸上 選手 池田 ブライアン 雅貴 いけだ ぶらいあん まさき 男 20 神奈川県横浜市港北区 神奈川県聴覚障害者連盟 慶應義塾大学

57 37 陸上 選手 岡部 祐介 おかべ ゆうすけ 男 29 神奈川県横浜市神奈川区 神奈川県聴覚障害者連盟 ライフネット生命保険株式会社

58 38 陸上 選手 三枝 浩基 さえぐさ ひろき 男 26 神奈川県横浜市瀬谷区 神奈川県聴覚障害者連盟 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

59 39 陸上 選手 設楽 明寿 したら あきひさ 男 22 茨城県つくば市 一般社団法人群馬県聴覚障害者協会 筑波技術大学大学院

60 40 陸上 選手 中村 開知 なかむら かいち 男 20 鳥取県鳥取市 公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会

61 1 バドミントン 監督 中西 潤 なかにし じゅん 男 36 埼玉県熊谷市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 株式会社　日立ハイテクファインシステムズ

62 2 バドミントン コーチ 井上 美緒 いのうえ みお 女 33 埼玉県越谷市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 花王ビジネスアソシエ株式会社
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63 3 バドミントン
アスレティック

トレーナー
岡野 篤郎 おかの あつろう 男 26 東京都多摩市 帝京大学スポーツ医科学センター

64 4 バドミントン 選手 吉田 美香 よしだ みか 女 33 福岡県福岡市 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会 パナソニックシステムネットワークス株式会社

65 5 バドミントン 選手 品田 千紘 しなだ ちひろ 女 27 埼玉県朝霞市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 埼玉県立特別支援学校坂戸ろう学園

66 6 バドミントン 選手 長原 茉奈美 ながはら まなみ 女 23 北海道釧路市 公益社団法人北海道ろうあ連盟 北海道白糠養護学校

67 7 バドミントン 選手 柿内 康平 かきうち こうへい 男 32 鹿児島県鹿屋市 一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会 鹿児島県立鹿児島養護学校

68 8 バドミントン 選手 太田 歩 おおた あゆむ 男 26 神奈川県川崎市中原区 神奈川県聴覚障害者連盟 株式会社JALサンライト

69 9 バドミントン 選手 沼倉 昌明 ぬまくら まさあき 男 31 埼玉県朝霞市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 さいたま市役所

70 1
ビーチ

バレーボール
トレーナー 岩田 秀治 いわた ひではる 男 50 大阪府大阪市淀川区 学校法人摺河学園　ハーベスト医療福祉専門学校

71 2
ビーチ

バレーボール

ゼネラル

マネージャー
平井 望 ひらい のぞみ 女 33 茨城県つくば市 一般社団法人群馬県聴覚障害者連盟 筑波技術大学大学院　技術科学研究科

72 3
ビーチ

バレーボール
選手 天羽 弘志 あもう ひろし 男 47 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 大塚製薬株式会社

73 4
ビーチ

バレーボール
選手 瀬井 達也 せい たつや 男 34 東京都大田区 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 国際石油開発帝石株式会社

74 5
ビーチ

バレーボール
選手 今井 勇太 いまい ゆうた 男 24 大阪府大阪市城東区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 大正区役所

75 6
ビーチ

バレーボール
選手 竹村 徳比古 たけむら のりひこ 男 33 神奈川県横浜市金沢区 神奈川県聴覚障害者連盟 ほけんの窓口グループ株式会社

76 1 自転車 監督 小笠原 崇裕 おがさわら たかひろ 男 36 東京都町田市 自転車競技選手

77 2 自転車
スポーツアロマコンディ

ショニングトレーナー
西川 昌子 にしかわ しょうこ 女 56 東京都杉並区 スポーツアロマ　コンディショニングセンター

78 3 自転車 手話通訳 田村 梢 たむら こずえ 女 39 神奈川県横浜市中区 社会福祉法人神奈川聴覚障害者総合福祉協会

79 4 自転車 選手兼スタッフ 早瀨 久美 はやせ くみ 女 42 神奈川県横浜市西区 神奈川県聴覚障害者連盟 昭和大学病院

80 5 自転車 選手 簑原 由加利 みのはら ゆかり 女 34 東京都中野区 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 株式会社ティーガイア（T-Gaia　Corporation）

81 6 自転車 選手 早瀨 憲太郎 はやせ けんたろう 男 44 神奈川県横浜市西区 神奈川県聴覚障害者連盟 学習塾　早瀬道場

82 7 自転車 選手 箭内 秀平 やない しゅうへい 男 29 東京都北区 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 東京都立大塚ろう学校

83 8 自転車 選手 川野 健太 かわの けんた 男 26 東京都練馬区 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 伊藤忠オリコ保険サービス株式会社
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84 1 サッカー 監督 中山 剛 なかやま つよし 男 41 兵庫県姫路市 特定非営利活動法人　西播磨サッカー協会

85 2 サッカー コーチ 植松 隼人 うえまつ はやと 男 35 東京都品川区 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 サインフットボールスタイル

86 3 サッカー トレーナー 佐保 泰明 さほ やすあき 男 34 東京都 帝京大学

87 4 サッカー スタッフ 鈴木 猛仁 すずき たけひと 男 36 茨城県那珂市 一般社団法人茨城県聴覚障害者協会 日立製作所

88 5 サッカー スタッフ 田口 昌弘 たぐち まさひろ 男 42 東京都江東区 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 株式会社　ニチレイ

89 6 サッカー スタッフ 野呂 啓 のろ けい 男 41 愛知県名古屋市緑区 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 株式会社　大林組

90 7 サッカー 選手 中島 正行 なかじま まさゆき 男 34 東京都大田区 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 株式会社SOU

91 8 サッカー 選手 吉野 勇樹 よしの ゆうき 男 24 神奈川県川崎市中原区 神奈川県聴覚障害者連盟 アクサ生命保険株式会社

92 9 サッカー 選手 岡田 侑也 おかだ ゆうや 男 20 神奈川県平塚市 神奈川県聴覚障害者連盟 東海大学

93 10 サッカー 選手 桐生 聖明 きりゅう きよあき 男 27 神奈川県大和市 神奈川県聴覚障害者連盟 東芝マイクロエレクトロニクス株式会社

94 11 サッカー 選手 竹内 裕樹 たけうち ひろき 男 26 東京都大田区 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 日本空港テクノ株式会社

95 12 サッカー 選手 千葉 駿介 ちば しゅんすけ 男 28 東京都葛飾区 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 富士ゼロックス株式会社

96 13 サッカー 選手 松元 卓巳 まつもと たくみ 男 27 福岡県福岡市東区 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

97 14 サッカー 選手 河野 翔 こうの しょう 男 28 千葉県市川市 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 富士通ネットワークソリューションズ株式会社

98 15 サッカー 選手 岡田 拓也 おかだ たくや 男 20 埼玉県川口市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 中央学院大学

99 16 サッカー 選手 塩田 知弘 しおた ともひろ 男 29 東京都中央区 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 株式会社ファーストリテイリング

100 17 サッカー 選手 松本 弘 まつもと ひろし 男 31 東京都大田区 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 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

101 18 サッカー 選手 古島 啓太 ふるしま けいた 男 26 大阪府守口市 公益社団法人大阪聴力障害者協会 シャープエンジニアリング株式会社

102 19 サッカー 選手 仲井 健人 なかい けんと 男 24 東京都板橋区 一般社団法人茨城県聴覚障害者協会 公益財団法人 日本サッカー協会

103 20 サッカー 選手 江島 由高 えじま よしたか 男 31 神奈川県横浜市磯子区 神奈川県聴覚障害者連盟 東日本旅客鉄道株式会社

104 21 サッカー 選手 大西 諒 おおにし りょう 男 23 埼玉県八潮市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 ソフトバンク株式会社
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105 22 サッカー 選手 山森 裕介 やまもり ゆうすけ 男 24 福井県鯖江市 福井県ろうあ協会 越前市役所

106 23 サッカー 選手 東海林 直広 しょうじ なおひろ 男 24 東京都足立区 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 株式会社オークネット

107 24 サッカー 選手 林 滉大 はやし こうだい 男 20 埼玉県さいたま市桜区 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 亜細亜大学

108 25 サッカー 選手 伊丹 秀行 いたみ ひでたか 男 18 千葉県柏市 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 学習院大学

109 26 サッカー 選手 西 大輔 にし だいすけ 男 18 大分県大分市 社会福祉法人大分県聴覚障害者協会 ソイテックスジャパン株式会社

110 1 空手 手話通訳 田口 雅子 たぐち まさこ 女 61 東京都渋谷区

111 2 空手 選手 稲葉 考一 いなば こういち 男 52 東京都町田市 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 東芝情報システム株式会社

112 3 空手 選手 新垣 愛花 あらかき あいか 女 23 沖縄県那覇市 一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会 株式会社　御菓子御殿

113 4 空手 選手 北村 亀太 きたむら きゅうた 男 17 福岡県春日市
社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会

（福岡県立福岡高等聴覚特別支援学校　3年）
福岡県立福岡高等聴覚特別支援学校

114 5 空手 選手兼スタッフ 坂口 健二 さかぐち けんじ 男 49 沖縄県那覇市 一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会

115 6 空手 選手兼スタッフ 宮下 昭宣 みやした あきのぶ 男 50 埼玉県越谷市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 SMBC日興証券

116 1 水泳 監督 豊田 律 とよだ ただし 男 50 京都府京都市伏見区 一般社団法人京都府聴覚障害者協会 株式会社　村田製作所

117 2 水泳 コーチ 鈴木 しのぶ すずき しのぶ 女 51 静岡県焼津市 特定非営利活動法人パシフィック・ドルフィン

118 3 水泳 トレーナー 佐藤 学 さとう まなぶ 男 44 東京都府中市 株式会社MARKS

119 4 水泳 選手 金持 義和 かなじ よしかず 男 23 大阪府堺市西区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 エイベックス・グループ・ホールディングス株式会社

120 5 水泳 選手 茨 隆太郎 いばら りゅうたろう 男 23 神奈川県秦野市 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 東海大学大学院

121 6 水泳 選手 藤原 慧 ふじはら さとい 男 21 東京都目黒区 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 日本大学

122 7 水泳 選手 津田 悠太 つだ ゆうた 男 16 静岡県御殿場市
公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

（飛龍高等学校　1年）
飛龍高等学校

123 8 水泳 選手 星　泰雅 ほし たいが 男 18 宮城県塩釜市 一般社団法人宮城県聴覚障害者協会 仙台大学

124 9 水泳 選手 藤川 彩夏 ふじかわ あやか 女 21 東京都国立市 社会福祉法人長野県聴覚障害者協会 東京女子体育大学

125 10 水泳 選手 久保 南 くぼ みなみ 女 20 愛知県豊田市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 東海学園大学
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126 11 水泳 選手 齋藤 京香 さいとう きょうか 女 16 山形県酒田市
一般社団法人山形県聴覚障害者協会

（山形県立酒田光陵高等学校　2年）
山形県立酒田光陵高等学校

127 12 水泳 選手 中東 郁葉 なかひがし いくは 女 15 長野県松本市
社会福祉法人長野県聴覚障害者協会

（松商学園高等学校　1年）
松商学園高等学校

128 1 卓球 卓球団長 大平 静也 おおだいら しずや 男 58 新潟県長岡市 一般社団法人新潟県聴覚障害者協会 日本精機株式会社

129 2 卓球 監督 須藤 聡美 すどう さとみ 女 40 埼玉県八潮市 Sクラブ

130 3 卓球 コーチ 大倉 峰雄 おおくら みねお 男 56 宮城県仙台市青葉区 東北福祉大学

131 4 卓球 手話通訳 井出 敬子 いで けいこ 女 54 神奈川県相模原市中央区 障害者スポーツ文化センター横浜ラポール

132 5 卓球 選手 亀澤 理穂 かめざわ りほ 女 26 東京都中野区 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 花王株式会社

133 6 卓球 選手 川﨑 瑞恵 かわさき みずえ 女 21 東京都小平市 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 大正大学

134 7 卓球 選手 髙岡 里吏 たかおか りさと 女 24 東京都江戸川区 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 アクサ生命保険株式会社

135 1 テニス 監督 齋藤 一茂 さいとう かずしげ 男 40 静岡県袋井市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 NSKワーナー株式会社

136 2 テニス
アスレティック

トレーナー
佐野村 学 さのむら まなぶ 男 47 東京都日野市 帝京大学

137 3 テニス チームドクター 笹島　浩泰 ささじま ひろやす 男 57 京都府京都市左京区 京都府立医科大学

138 4 テニス 選手 梶下 怜紀 かじした れいき 男 23 広島県広島市安佐南区 一般社団法人広島県ろうあ連盟 マツダ株式会社

139 5 テニス 選手 親松 直人 おやまつ なおと 男 24 埼玉県熊谷市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 ブリヂストンスポーツアリーナ株式会社テニスハウス浦和

140 6 テニス 選手 松下 哲也 まつした てつや 男 43 大阪府貝塚市 公益社団法人大阪聴力障害者協会 株式会社富士通エフサス

141 7 テニス 選手 笹島 航太 ささじま こおた 男 19 京都府京都市左京区 一般社団法人京都府聴覚障害者協会 京都産業大学

142 1
バレーボール

（男子）
監督 鹿谷 明生 しかたに あきお 男 51 大阪府大阪市大正区 NBK dreamers

143 2
バレーボール

（男子）
マネージャー 中野 智久 なかの ともひさ 男 31 奈良県奈良市 一般社団法人奈良県聴覚障害者協会 大阪府立生野聴覚支援学校

144 3
バレーボール

（男子）
手話通訳 平 英司 たいら えいじ 男 41 兵庫県宝塚市 関西学院大学

145 4
バレーボール

（男子）
コーチ 海野 洋馬 うんの ようま 男 29 静岡県静岡市葵区 BREZZA

146 5
バレーボール

（男子）
トレーナー 中村 裕斗 なかむら ゆうと 男 26 兵庫県神戸市垂水区 HPH訪問鍼灸リハビリマッサージ
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147 6
バレーボール

（男子）
コーチ（分析） 逸見 尚史 へんみ ひさし 男 48 埼玉県越谷市 埼玉県立三郷工業技術高等学校

148 7
バレーボール

（男子）
コーチ（戦術） 山下 博史 やました ひろし 男 37 京都府京田辺市 東大阪市教育委員会

149 8
バレーボール

（男子）
選手 加賀 辰樹 かが たつき 男 24 兵庫県西宮市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 大和ハウス工業株式会社

150 9
バレーボール

（男子）
選手 加賀 充 かが みつる 男 26 新潟県新潟市東区 一般社団法人新潟県聴覚障害者協会 新潟県立新潟聾学校

151 10
バレーボール

（男子）
選手 狩野 拓也 かのう たくや 男 24 広島県三原市 一般社団法人広島県ろうあ連盟 興生総合病院

152 11
バレーボール

（男子）
選手 若原 正享 わかはら まさゆき 男 34 栃木県宇都宮市 一般社団法人栃木県聴覚障害者協会 栃木県会計局会計管理課

153 12
バレーボール

（男子）
選手 坂下 真一 さかした しんいち 男 18 大阪府大阪市阿倍野区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 大阪府立中央聴覚支援学校

154 13
バレーボール

（男子）
選手 高橋 竜一 たかはし りゅういち 男 29 愛知県高浜市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 株式会社豊田自動織機

155 14
バレーボール

（男子）
選手 吉田 翔 よしだ しょう 男 32 佐賀県佐賀市 一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会 NHO　佐賀病院

156 15
バレーボール

（男子）
選手 成木 俊介 なるき しゅんすけ 男 27 愛知県高浜市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 株式会社　豊田自動織機

157 16
バレーボール

（男子）
選手 信田 光宣 のぶた みつのぶ 男 46 兵庫県神戸市西区 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 株式会社　日立インスファーマ

158 17
バレーボール

（男子）
選手 田底 佳樹 たぞこ よしき 男 18 鹿児島県霧島市 一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会 京セラ株式会社　鹿児島国分工場

159 18
バレーボール

（男子）
選手 秋元 翔馬 あきもと しょうま 男 17 愛知県岡崎市

一般社団法人愛知県聴覚障害者協会

（愛知県立名古屋聾学校　3年）
愛知県立名古屋ろう学校

160 19
バレーボール

（男子）
選手 千原 浩平 ちはら こうへい 男 15 静岡県静岡市葵区

公益社団法人静岡県聴覚障害者協会

（静岡県立沼津聴覚特別支援学校　1年）
静岡県立沼津聴覚特別支援学校

161 1
バレーボール

（女子）
監督 狩野 美雪 かのう みゆき 女 39 東京都三鷹市 JDVA

162 2
バレーボール

（女子）
ヘッドコーチ 村井 貴行 むらい たかゆき 男 33 千葉県船橋市 JDVA

163 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 40 愛知県名古屋市千種区

164 4
バレーボール

（女子）
手話通訳 岡田 直樹 おかだ なおき 男 35 横浜市港北区 JDVA

165 5
バレーボール

（女子）
ゼネラルマネージャー 大川 裕二 おおかわ ゆうじ 男 50 東京都大田区 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

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

166 6
バレーボール

（女子）
選手 尾塚 愛実 おづか あいみ 女 19 鹿児島県阿久根市 一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会 京セラ株式会社　鹿児島川内工場

167 7
バレーボール

（女子）
選手 高良 美樹 たから みき 女 26 沖縄県豊見城市 一般社団法人沖縄県聴覚障害者協会 株式会社沖電工
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168 8
バレーボール

（女子）
選手 三浦 早苗 みうら さなえ 女 31 神奈川県大和市 神奈川県聴覚障害者連盟 ほけんの窓口グループ株式会社

169 9
バレーボール

（女子）
選手 村木 玲奈 むらき れな 女 20 千葉県千葉市中央区 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 淑徳大学

170 10
バレーボール

（女子）
選手 前島 奈美 まえじま　なみ 女 28 鳥取県鳥取市 公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会

171 11
バレーボール

（女子）
選手 畠 奈々子 はた ななこ 女 25 大阪府吹田市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 田辺三菱製薬株式会社

172 12
バレーボール

（女子）
選手 中田 美緒 なかた みお 女 16 神奈川県三浦郡

神奈川県聴覚障害者連盟

（神奈川県立平塚ろう学校　2年）
神奈川県立平塚ろう学校

173 13
バレーボール

（女子）
選手 宇賀耶 早紀 うがや さき 女 26 大阪府大阪市城東区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 富士ゼロックス株式会社

174 14
バレーボール

（女子）
選手 長谷山 優美 はせやま ゆうみ 女 16 神奈川県茅ケ崎市

神奈川県聴覚障害者連盟

（神奈川県立平塚ろう学校　2年）
神奈川県立平塚ろう学校

175 15
バレーボール

（女子）
選手 安積 梨絵 あづみ りえ 女 25 兵庫県姫路市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会

176 16
バレーボール

（女子）
選手 平岡 早百合 ひらおか さゆり 女 18 埼玉県児玉郡

一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会

（正智深谷高等学校　3年）
学校法人智香寺学園　正智深谷高等学校

177 17
バレーボール

（女子）
選手 山﨑　望 やまさき のぞみ 女 32 高知県室戸市 一般社団法人高知県聴覚障害者協会 有限会社仙頭車輌


