
第9回アジア太平洋ろう者競技大会　日本選手団一覧 2019/10/3現在

※年齢－2019年11月1日現在

通し No 競技
ｽﾀｯﾌ

選手
肩書及び出場種目 名前 ふりがな 性別 年齢 住所 所属団体 勤務先・通学先

1 1 陸上 スタッフ 監督 竹花 康太郎 たけはな こうたろう 男 33 神奈川県横浜市南区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 横浜市立ろう特別支援学校

2 2 陸上 スタッフ トレーナー 内海 優 うつみ ゆう 女 46 滋賀県大津市 優しい手

3 3 陸上 スタッフ トレーナー 山岸 亮良 やまぎし あきら 男 44 神奈川県横浜市港南区 Total BODY Design 山岸整骨院

4 4 陸上 スタッフ 陸上競技団長 半田 博久 はんだ ひろひさ 男 40 愛知県西尾市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社

5 5 陸上 スタッフ スタッフ 正垣 亜矢子 まさがき あやこ 女 34 宮城県柴田郡柴田町 一般社団法人宮城県聴覚障害者協会

6 6 陸上 スタッフ 跳躍コーチ 岡田 知彦 おかだ ともひこ 男 47 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

7 7 陸上 スタッフ 短距離コーチ 水野 史生 みずの ふみお 男 36 福岡県福岡市南区
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
ほけんの窓口グループ株式会社

8 8 陸上 選手 槍投げ 高橋 渚 たかはし なぎさ 女 31 静岡県沼津市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

9 9 陸上 選手
砲丸投げ

槍投げ
川口 穂菜美 かわぐち ほなみ 女 22 神奈川県横浜市保土ヶ谷区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 エム・ユー・ビジネスパートナー株式会社

10 10 陸上 選手
100ｍ　走幅跳

４×100mR
上森 日南子 かみもり ひなこ 女 18 埼玉県戸田市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 東京女子体育大学

11 11 陸上 選手 走高跳 藤信 美紀 ふじのぶ みのり 女 19 富山県南砺市 社会福祉法人富山県聴覚障害者協会 金沢聖稜大学

12 12 陸上 選手
100m　200m

4×100mR　４×400mR
小松 彩香 こまつ あやか 女 26 神奈川県横須賀市 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 横須賀市立ろう学校

13 13 陸上 選手 4×100mR 田井 小百合 たい さゆり 女 40 群馬県前橋市 一般社団法人群馬県聴覚障害者連盟 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

14 14 陸上 選手
200ｍ　400m

4×100mR　４×400mR
細井 美穂 ほそい みほ 女 18 埼玉県さいたま市大宮区

一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会

（埼玉県立熊谷女子高校3年）

15 15 陸上 選手
400m　800m　1500m

4×100ｍ　Ｒ4×400mR
岡田 海緒 おかだ  みお 女 22 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

16 16 陸上 選手
800ｍ

4×400ｍＲ
土屋 文香 つちや ふみか 女 27 東京都日野市

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
株式会社キユーソー流通システム

17 17 陸上 選手
1500m

４×400m R
中村 美月 なかむら みつき 女 17 宮崎県都城市

社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会

（宮崎県立都城さくら聴覚支援学校3年）

18 18 陸上 選手
800ｍ

４×400mR
三反田 愛紗 さんたんだ あいさ 女 16 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

（筑波大学附属聴覚特別支援学校高等部1年）

19 19 陸上 選手 三段跳 首藤 佳 しゅどう かい 男 19 茨城県つくば市 公益社団法人大阪聴力障害者協会 国立大学法人筑波技術大学

20 20 陸上 選手 4×100ｍＲ 高居 千紘 たかい かずひろ 男 22 神奈川県横浜市青葉区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 日本体育大学

21 21 陸上 選手 砲丸投げ 竹市 義文 たけいち よしふみ 男 44 北海道釧路市 公益社団法人北海道ろうあ連盟 北海道釧路養護学校

22 22 陸上 選手 槍投げ 佐藤 將光 さとう まさみつ 男 38 愛媛県松山市 愛媛県聴覚障害者協会 愛媛県立松山聾学校

23 23 陸上 選手 槍投げ 前島 浩二 まえじま こうじ 男 33 鳥取県鳥取市 公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会 パナソニックアソシエイツ鳥取株式会社

24 24 陸上 選手
100m　200m

4×100mR
佐々木 琢磨 ささき たくま 男 25 宮城県柴田郡柴田町 一般社団法人宮城県聴覚障害者協会 仙台大学

25 25 陸上 選手
100ｍ　200ｍ　400ｍ

４×100ｍＲ　4×400ｍＲ
山田 真樹 やまだ まき 男 22 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

26 26 陸上 選手
100ｍ　200ｍ

４×100ｍＲ　4×400ｍＲ
足立 祥史 あだち よしふみ 男 22 茨城県つくば市 島根県ろうあ連盟 筑波大学

27 27 陸上 選手
800m

4×400ｍＲ
長内 智 おさない さとし 男 29 千葉県佐倉市 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 株式会社IMAGICA Lab.

28 28 陸上 選手
800ｍ　1500ｍ

４×400ｍＲ
森光 佑矢 もりみつ ゆうや 男 24 石川県金沢市 社会福祉法人石川県聴覚障害者協会 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

29 1 バドミントン スタッフ AT 岡野 篤郎 おかの あつろう 男 29 東京都多摩市 帝京大学スポーツ医科学センター

30 2 バドミントン スタッフ スタッフ 中西 朋実 なかにし ともみ 女 33 埼玉県熊谷市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会

31 3 バドミントン スタッフ スタッフ 鈴木 利明 すずき としあき 男 45 神奈川県藤沢市 トヨタエルアンドエフ神奈川株式会社

32 4 バドミントン 選手

団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

混合ダブルス

柿内 康平 かきうち こうへい 男 34 鹿児島県鹿屋市 一般社団法人鹿児島県聴覚障害者協会 鹿児島県立鹿屋養護学校

※所属団体－選手・聴覚障害者スタッフが所属している全日本ろうあ連盟加盟団体
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33 5 バドミントン 選手

団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

混合ダブルス

沼倉 昌明 ぬまくら まさあき 男 34 埼玉県朝霞市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 トレンドマイクロ株式会社

34 6 バドミントン 選手

団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

混合ダブルス

永石 泰寛 ながいし やすひろ 男 32 佐賀県小城市 一般社団法人佐賀県聴覚障害者協会 特別養護老人ホーム 清水園

35 7 バドミントン 選手

団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

混合ダブルス

太田 歩 おおた あゆむ 男 28 兵庫県神戸市須磨区 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 株式会社ジェイエア

36 8 バドミントン 選手

団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

混合ダブルス

沼倉 千紘 ぬまくら ちひろ 女 29 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

37 9 バドミントン 選手

団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

混合ダブルス

長原 茉奈美 ながはら まなみ 女 25 埼玉県さいたま市南区 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 株式会社ゼンリンデータコム

38 10 バドミントン 選手

団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

混合ダブルス

木林 歩美 きばやし あゆみ 女 19 茨城県つくば市 一般社団法人茨城県聴覚障害者協会 国立大学法人筑波技術大学

39 11 バドミントン 選手

団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

混合ダブルス

鎌田 真衣 かまた まい 女 17 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

（福岡県立福岡高等聴覚特別支援学校2年）

40 1 バスケットボール スタッフ 監督 上田 頼飛 うえだ よりたか 男 37 和歌山県岩出市 玉前寺

41 2 バスケットボール スタッフ コーチ 濱田 佳祐 はまだ けいすけ 男 29 大阪府松原市 大阪府立西浦支援学校

42 3 バスケットボール スタッフ トレーナー 西村 匡史 にしむら まさふみ 男 32 大阪府大阪市東住吉区 特定非営利活動法人one-s future

43 4 バスケットボール スタッフ トレーナー 岩田 秀治 いわた ひではる 男 52 大阪府大阪市淀川区 姫路ハーベスト医療福祉専門学校

44 5 バスケットボール スタッフ スタッフ 田中 義則 たなか よしのり 男 32 福岡県福岡市西区 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会 株式会社ミカサ

45 6 バスケットボール 選手 団体戦 津屋 一球 つや かずま 男 21 神奈川県平塚市 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 東海大学

46 7 バスケットボール 選手 団体戦 早川 倫夫 はやかわ みちお 男 31 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
株式会社ルミネ

47 8 バスケットボール 選手 団体戦 安藤 勇輝 あんどう ゆうき 男 18 東京都世田谷区 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 日本大学

48 9 バスケットボール 選手 団体戦 越前 由喜 えちぜん ゆうき 男 20 宮城県仙台市青葉区 一般社団法人福島県聴覚障害者協会 国立大学法人宮城教育大学

49 10 バスケットボール 選手 団体戦 井上 和 いのうえ なごむ 男 25 大阪府大阪市東住吉区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 阪神コンテンツリンク株式会社 

50 11 バスケットボール 選手 団体戦 堀　悠祐 ほり ゆうすけ 男 30 福岡県朝倉市 社会福祉法人福岡県聴覚障害者協会 日本精工九州株式会社

51 12 バスケットボール 選手 団体戦 山田 洋貴 やまだ ひろき 男 30 神奈川県横浜市緑区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 三菱日立パワーシステムズ株式会社

52 13 バスケットボール 選手 団体戦 長田 拓巳 ながた たくみ 男 21 栃木県足利市 一般社団法人栃木県聴覚障害者協会 学校法人学文館 上武大学

53 14 バスケットボール 選手 団体戦 合田 尚平 ごうだ しょうへい 男 26 大阪府吹田市 公益社団法人大阪聴力障害者協会 大成鐵鋼株式会社

54 15 バスケットボール 選手 団体戦 竹本 圭佑 たけもと けいすけ 男 32 埼玉県所沢市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 アスクル株式会社

55 16 バスケットボール 選手 団体戦 大平 良龍 おおひら よしたつ 男 31 大阪府東大阪市 公益社団法人大阪聴力障害者協会 株式会社モトックス

56 1 ビーチバレーボール スタッフ 監督 牛尾 洋人 うしお ひろひと 男 45 神奈川県逗子市 一般社団法人日本デフビーチバレー協会

57 2 ビーチバレーボール スタッフ コーチ 牛尾 正和 うしお まさかず 男 43 神奈川県川崎市川崎区 公益財団法人日本バレーボール協会

58 3 ビーチバレーボール スタッフ トレーナー 大前 隆司 おおまえ たかし 男 39 大阪府茨木市 株式会社5-RELAX

59 4 ビーチバレーボール スタッフ 通訳 根本 由家 ねもと　ゆうや 男 34 東京都府中市

60 5 ビーチバレーボール 選手 個人戦 瀬井 達也 せい たつや 男 36 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

61 6 ビーチバレーボール 選手 個人戦 今井 勇太 いまい ゆうた 男 26 大阪府大阪市旭区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 田辺三菱製薬健康保険組合

62 7 ビーチバレーボール 選手 個人戦 竹村 徳比古 たけむら のりひこ 男 36 神奈川県横浜市金沢区 一般社団法人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

63 8 ビーチバレーボール 選手 個人戦 山本 将隆 やまもと まさたか 男 22 愛知県知多郡武豊町 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 日本福祉大学
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64 1 ボウリング スタッフ 監督 邊見 新吉 へんみ しんきち 男 54 福島県白河市 一般社団法人福島県聴覚障害者協会 有限会社水野精工

65 2 ボウリング スタッフ コーチ 伊藤 丈 いとう まさる 男 42 福島県郡山市 株式会社東北装美

66 3 ボウリング スタッフ スタッフ 上山 國美 かみやま くによし 男 70 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

67 4 ボウリング スタッフ スタッフ 伊藤 直道 いとう なおみち 男 56 宮城県仙台市宮城野区 一般社団法人宮城県聴覚障害者協会 三井住友海上火災保険株式会社

68 5 ボウリング スタッフ スタッフ 村野 美幸 むらの みゆき 女 54 神奈川県横浜市神奈川区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟

69 6 ボウリング 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

男子トリプル

東 博雄 あずま ひろお 男 46 宮城県加美郡色麻町 一般社団法人宮城県聴覚障害者協会 テクノヒューマンパワー株式会社東北事業部

70 7 ボウリング 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

男子トリプル

中村 洋三 なかむら ようぞう 男 37 鳥取県鳥取市 公益社団法人鳥取県聴覚障害者協会 ダイヤモンド電機株式会社　電子・電装機器製造部

71 8 ボウリング 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

男子トリプル

進藤 隆夫 しんどう たかお 男 57 愛媛県四国中央市 愛媛県聴覚障害者協会 ヘアーサロン シンドウ

72 9 ボウリング 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

男子トリプル

五十嵐 義徳 いがらし よしのり 男 58 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
横河マニュファクチャリング株式会社

73 10 ボウリング 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

男子トリプル

國分 金寿 こくぶん きんじ 男 59 福島県須賀川市 一般社団法人福島県聴覚障害者協会 株式会社イマジメント

74 11 ボウリング 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

男子トリプル

戸羽 康之 とば やすゆき 男 49 宮城県岩沼市 一般社団法人宮城県聴覚障害者協会 株式会社戸建

75 12 ボウリング 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

女子トリプル

米倉 幸 よねくら みゆき 女 47 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

76 13 ボウリング 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

女子トリプル

安田 由紀子 やすだ ゆきこ 女 63 岡山県倉敷市 公益社団法人岡山県聴覚障害者福祉協会 公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構倉敷中央病院

77 14 ボウリング 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

女子トリプル

金城 祥子 きんじょう しょうこ 女 52 東京都板橋区
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
オリックス株式会社

78 15 ボウリング 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

女子トリプル

佐藤 浩美 さとう ひろみ 女 52 広島県広島市安佐北区 一般社団法人広島県ろうあ連盟 広島国税局

79 16 ボウリング 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

女子トリプル

國分 基子 こくぶん もとこ 女 55 福島県須賀川市 一般社団法人福島県聴覚障害者協会 山喜株式会社郡山工場

80 17 ボウリング 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

女子トリプル

北川 晴子 きたがわ はるこ 女 47 静岡県駿東郡長泉町 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 ヤンセンファーマ株式会社 富士工場

81 1 サッカー スタッフ 監督 植松 隼人 うえまつ はやと 男 37 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

82 2 サッカー スタッフ コーチ 細見 尚史 ほそみ ひさし 男 38 兵庫県たつの市 公益社団法人兵庫県聴覚障害者協会 姫路市 財政局 財務部

83 3 サッカー スタッフ GKコーチ 古川 淳一郎 ふるかわ じゅんいちろう 男 33 茨城県土浦市 学校法人霞ヶ浦高等学校

84 4 サッカー スタッフ トレーナー 林 恭平 はやし きょうへい 男 28 神奈川県川崎市多摩区 かもめclinic

85 5 サッカー スタッフ トレーナー 宇津木 裕也 うつぎ ゆうや 男 27 東京都小金井市 カラダストレッチひばりヶ丘店

86 6 サッカー スタッフ スタッフ 千田 芳宏 ちだ よしひろ 男 44 神奈川県秦野市 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 アズビル株式会社

87 7 サッカー スタッフ スタッフ 中村 千穂 なかむら ちほ 女 32 千葉県柏市 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 株式会社JTB トラベルゲート有楽町

88 8 サッカー 選手 団体戦 奥元 怜哉 おくもと れいや 男 23 大阪府大阪市東淀川区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 摂津市障害者職業能力開発センター

89 9 サッカー 選手 団体戦 岡田 拓也 おかだ たくや 男 23 埼玉県川口市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社

90 10 サッカー 選手 団体戦 岡田 侑也 おかだ ゆうや 男 23 神奈川県横浜市港北区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 株式会社ゼンリンデータコム

91 11 サッカー 選手 団体戦 桐生 聖明 きりゅう きよあき 男 29 神奈川県大和市 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 東芝デバイスソリューション株式会社

92 12 サッカー 選手 団体戦 原口 凌輔 はらぐち りょうすけ 男 25 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
株式会社ゼンリンデータコム
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93 13 サッカー 選手 団体戦 古島 啓太 ふるしま けいた 男 28 大阪府守口市 公益社団法人大阪聴力障害者協会 シャープマーケティングジャパン株式会社

94 14 サッカー 選手 団体戦 江島 由高 えじま よしたか 男 34 神奈川県横浜市磯子区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 東日本旅客鉄道株式会社 東京支社

95 15 サッカー 選手 団体戦 松元 卓巳 まつもと たくみ 男 30 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

96 16 サッカー 選手 団体戦 大西 諒 おおにし りょう 男 26 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

97 17 サッカー 選手 団体戦 大石 直彦 おおいし なおひこ 男 30 神奈川県川崎市川崎区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 株式会社コプロ・エンジニアード

98 18 サッカー 選手 団体戦 中島 正行 なかじま まさゆき 男 37 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

99 19 サッカー 選手 団体戦 渡邉 亮平 わたなべ りょうへい 男 30 大分県大分市 社会福祉法人大分県聴覚障害者協会 大分キャノンマテリアル株式会社　大分事業所

100 20 サッカー 選手 団体戦 湯野 琉世 ゆの りゅうせい 男 19 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 株式会社デンソー九州

101 21 サッカー 選手 団体戦 堀井 聡太 ほりい そうた 男 20 京都府城陽市 一般社団法人京都府聴覚障害者協会 龍谷大学

102 22 サッカー 選手 団体戦 綿貫 俊基 わたぬき としき 男 30 神奈川県川崎市幸区 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 三菱ロジスネクスト株式会社

103 23 サッカー 選手 団体戦 竹内 裕樹 たけうち ひろき 男 29 埼玉県さいたま市岩槻区 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 株式会社グンリック

104 24 サッカー 選手 団体戦 渡邊 諒太郎 わたなべ りょうたろう 男 19 熊本県熊本市中央区 社会福祉法人宮崎県聴覚障害者協会 熊本学園大学

105 25 サッカー 選手 団体戦 伊丹 秀行 いたみ ひでたか 男 20 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

106 26 サッカー 選手 団体戦 添田 裕仁 そえだ ゆうと 男 20 神奈川県中郡大磯町 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 桐蔭横浜大学

107 27 サッカー 選手 団体戦 西 大輔 にし だいすけ 男 21 徳島県徳島市 社会福祉法人大分県聴覚障害者協会 株式会社南海プランナー

108 28 サッカー 選手 団体戦 林 滉大 はやし こうだい 男 23 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 株式会社メルカリ

109 1 水泳 スタッフ 監督 平田 純 ひらた じゅん 男 48 愛知県日進市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 トヨタ自動車K.K

110 2 水泳 スタッフ コーチ 鈴木 しのぶ すずき しのぶ 女 54 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

111 3 水泳 スタッフ トレーナー 佐藤 学 さとう まなぶ 男 47 東京都府中市 株式会社MARKS

112 4 水泳 スタッフ スタッフ 藤川 彩夏 ふじかわ あやか 女 24 東京都国分寺市
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
花王グループカスタマーマーケティング株式会社

113 5 水泳 選手

自由形（200 400 1500）

個人メドレー（400）

男子リレー（4×100フリースタイ

ル 4×200フリースタイル 4×100

メドレー）

藤原 慧 ふじはら さとい 男 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
三井物産ビジネスパートナーズ株式会社

114 6 水泳 選手

背泳（100 200）

男子リレー（4×100フリースタイ

ル 4×200フリースタイル 4×100

メドレー）

混合リレー（4×100フリースタイ

ル　4×100メドレー)

金持 義和 かなじ よしかず 男 25 大阪府堺市西区 公益社団法人大阪聴力障害者協会 株式会社メルカリ

115 7 水泳 選手

自由形（50 100 200）

平泳   （50 100 200）

バタフライ（50 100）

個人メドレー（200 400）

男子リレー（4×100フリースタイ

ル 4×200フリースタイル 4×100

メドレー）

混合リレー（4×100フリースタイ

ル　4×100メドレー)

茨 隆太郎 いばら りゅうたろう 男 25 神奈川県平塚市 一般社団法人神奈川県聴覚障害者連盟 ＳＭＢＣ日興証券株式会社

116 8 水泳 選手

平泳（50 100 200）

男子リレー（4×100フリースタイ

ル 4×200フリースタイル 4×100

メドレー）

星　泰雅 ほし たいが 男 20 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

117 9 水泳 選手
バタフライ（50 100）

個人メドレー(200）
齋藤 京香 さいとう きょうか 女 18 山梨県甲府市 一般社団法人山形県聴覚障害者協会 山梨学院大学

118 10 水泳 選手

自由形（800）

背泳（50 100 200）

個人メドレー（400）

中東 郁葉 なかひがし いくは 女 17 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3年）
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119 11 水泳 選手
自由形（50）

平泳（50 100）
久保  南 くぼ みなみ 女 23 東京都世田谷区

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
明晴学園

120 1 卓球 スタッフ ゼネラルマネージャー 大平 静也 おおだいら しずや 男 60 新潟県長岡市 一般社団法人新潟県聴覚障害者協会

121 2 卓球 スタッフ マネージャー 宮下 直樹 みやした なおき 男 27 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
花王株式会社

122 3 卓球 スタッフ 女子監督 梅村 正樹 うめむら まさき 男 45 北海道北広島市 公益社団法人北海道ろうあ連盟 大和物流株式会社

123 4 卓球 スタッフ 男子コーチ 白鳥 奈美 しらとり なみ 女 56 静岡県沼津市 静岡県立沼津聴覚特別支援学校

124 5 卓球 スタッフ 男子監督 大倉 峰雄 おおくら みねお 男 59 宮城県仙台市青葉区 東北福祉大学

125 6 卓球 スタッフ トレーナー 五十嵐 美歩 いがらし みほ 女 28 神奈川県相模原市緑区 日本工学院八王子専門学校

126 7 卓球 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

ミックスダブルス

伊藤 優希 いとう ゆうき 男 21 広島県東広島市 一般社団法人広島県ろうあ連盟 株式会社日本製鋼所広島製作所

127 8 卓球 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

ミックスダブルス

井藤 博和 いとう ひろかず 男 34 千葉県浦安市 社会福祉法人千葉県聴覚障害者協会 株式会社オークネット

128 9 卓球 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

ミックスダブルス

灘光 晋太郎 なだみつ しんたろう 男 25 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
株式会社タマス

129 10 卓球 選手

男子団体戦

男子シングルス

男子ダブルス

ミックスダブルス

亀澤 史憲 かめざわ　ふみのり 男 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
キリンホールディングス株式会社

130 11 卓球 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

ミックスダブルス

川﨑 瑞恵 かわさき みずえ 女 24 東京都板橋区
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
ＳＭＢＣ日興証券株式会社

131 12 卓球 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

ミックスダブルス

長田 恵 ながた めぐみ 女 32 大分県大分市 社会福祉法人大分県聴覚障害者協会 住友化学株式会社

132 13 卓球 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

ミックスダブルス

立石 里吏 たていし りさと 女 26 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

133 14 卓球 選手

女子団体戦

女子シングルス

女子ダブルス

ミックスダブルス

影山 光輝 かげやま みつき 女 18 東京都国立市
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
東京女子体育短期大学

134 1 テニス スタッフ 監督 松下 哲也 まつした てつや 男 45 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

135 2 テニス スタッフ チームドクター 笹島 浩泰 ささじま ひろやす 男 59 京都府京都市左京区 京都府立医科大学

136 3 テニス スタッフ AT 佐野村 学 さのむら まなぶ 男 49 東京都日野市 帝京大学

137 4 テニス スタッフ 通訳 伊久美 礼子 いくみ れいこ 女 69 静岡県静岡市駿河区 静岡県聴覚障害者情報センター

138 5 テニス スタッフ アシスタントトレーナー 八田 紗弥 はった さや 女 21 千葉県市川市 帝京大学

139 6 テニス 選手

男子シングルス

男子ダブルス

ミックスダブルス

親松 直人 おやまつ なおと 男 27 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テニスハウス浦和

140 7 テニス 選手

男子シングルス

男子ダブルス

ミックスダブルス

笹島 航太 ささじま こおた 男 21 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

141 8 テニス 選手

男子シングルス

男子ダブルス

ミックスダブルス

今井 悠翔 いまい はると 男 20 滋賀県草津市 一般社団法人滋賀県ろうあ協会 京都産業大学

142 9 テニス 選手

男子シングルス

男子ダブルス

ミックスダブルス

門根 維吹 かどね いぶき 男 21 滋賀県近江八幡市 一般社団法人滋賀県ろうあ協会 大阪府学院大学

143 10 テニス 選手

女子シングルス

女子ダブルス

ミックスダブルス

喜多 美結 きた みゆ 女 21 大阪府豊中市 公益社団法人大阪聴力障害者協会 学校法人関西大学

144 11 テニス 選手

女子シングルス

女子ダブルス

ミックスダブルス

河邉 美佐 かわべ みさ 女 20 愛知県名古屋市東区 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 日本福祉大学

145 12 テニス 選手

女子シングルス

女子ダブルス

ミックスダブルス

鈴木 梨子 すずき りこ 女 16 埼玉県所沢市
一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会

（浦和学院高等学校2年）

146 13 テニス 選手

女子シングルス

女子ダブルス

ミックスダブルス

菰方 里菜 こもかた りな 女 17 三重県鈴鹿市
一般社団法人三重県聴覚障害者協会

（三重県立四日市商業高等学校2年）



第9回アジア太平洋ろう者競技大会　日本選手団一覧 2019/10/3現在

通し No 競技
ｽﾀｯﾌ

選手
肩書及び出場種目 名前 ふりがな 性別 年齢 住所 所属団体 勤務先・通学先

147 1 本部 スタッフ 団長 小椋 武夫 おぐら たけお 男 67
山梨県西八千代郡市川三郷

町
一般社団法人山梨県聴覚障害者協会

148 2 本部 スタッフ 総監督 粟野 達人 あわの たつひと 男 63 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

149 3 本部 スタッフ 総務 倉野 直紀 くらの なおき 男 46 三重県多気郡明和町 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

150 4 本部 スタッフ 総務 竹島 春美 たけしま はるみ 女 59 高知県高知市 一般社団法人高知県聴覚障害者協会 社会福祉法人小高坂更生センター

151 5 本部 スタッフ 総務 中西　潤 なかにし　じゅん 男 39 埼玉県熊谷市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 一般財団法人全日本ろうあ連盟

152 6 本部 スタッフ 手話通訳 桐原サキ きりはら さき 女 57 山梨県笛吹市 笛吹市役所

153 7 本部 スタッフ 手話通訳 長山 綾 ながやま あや 女 39 京都府京都市伏見区 京都府聴覚言語障害センター

154 8 本部 スタッフ 手話通訳 吉田 明代 よしだ あきよ 女 33 京都府京都市上京区 長岡京市役所

155 9 本部 スタッフ 広報 狩野 功 かりの いさお 男 50 埼玉県新座市 一般社団法人埼玉県聴覚障害者協会 株式会社本田技術研究所

156 10 本部 スタッフ 広報 栗田 一歩 くりた かずほ 男 32 京都府亀岡市 PHOTOくりた

157 11 本部 スタッフ 事務局 梅澤 仁士 うめざわ ひとし 男 40 埼玉県和光市 一般財団法人全日本ろうあ連盟

158 12 本部 スタッフ 事務局 加茂下 和子 かもした かずこ 女 48 東京都西東京市 一般財団法人全日本ろうあ連盟

159 13 本部 スタッフ 医師 立石 智彦 たていし ともひこ 男 52 神奈川県鎌倉市 同愛記念病院

160 14 本部 スタッフ 医師 藤森 里香子 ふじもり りかこ 女 54 東京都目黒区 目黒耳鼻咽喉科医院

161 15 本部 スタッフ 医師 大谷 真喜子 おおたに まきこ 女 58 和歌山県和歌山市 和歌山県立医科大学

162 16 本部 スタッフ ＡＴ 中島 幸則 なかじま ゆきのり 男 57 千葉県市川市 国立大学法人筑波技術大学

163 17 本部 スタッフ ＡＴ 砂川 あゆ未 すながわ あゆみ 女 30 神奈川県川崎市幸区 アリエス整骨院 恵比寿

164 18 本部 スタッフ 看護師 谷脇 路子 たにわき みちこ 女 51 埼玉県所沢市 国立障害者リハビリテーションセンター

165 19 本部 スタッフ 輸送 山上 千里 やまうえ ちさと 女 26 千葉県浦安市 株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

通し No 競技
ｽﾀｯﾌ

選手
肩書及び出場種目 名前 ふりがな 性別 年齢 住所 所属団体 勤務先・通学先

1 1 柔道 スタッフ 監督 瀬川 洋 せがわ ひろし 男 48 広島県広島市安芸区 学校法人常翔学園　広島国際大学

2 2 柔道 スタッフ コーチ 竹澤 稔裕 たけざわ としひろ 男 36 群馬県太田市 順天堂大学

3 3 柔道 選手 －66kg級 佐藤 正樹 さとう まさき 男 26 静岡県裾野市 公益社団法人静岡県聴覚障害者協会 トヨタ自動車株式会社

4 4 柔道 選手 －73kg級 田中 統大 たなか すばる 男 19 北海道札幌市北区 公益社団法人北海道ろうあ連盟 北翔大学

5 5 柔道 選手 －90kg級 佐藤 学 さとう まなぶ 男 33 愛知県大府市 一般社団法人愛知県聴覚障害者協会 株式会社デンソー

第９回アジア太平洋ろう者競技大会　柔道チーム一覧


