
（2021/11/15現在）

No. 氏 名 性別 年齢 現住所 クラブ・チーム名 勤務先・学校名

1 陸上競技 1 小野寺 萌恵 おのでら もえ 女 18 岩手県紫波郡紫波町 岩手県立盛岡となん支援学校 岩手県立盛岡となん支援学校

2 2 川口 梨央 かわぐち りお 女 19 岡山県真庭市 NPO法人かがやきプロジェクト (有)ドアーズ

3 3 遠山 勝元 とおやま かつもと 男 15 東京都江東区 関東パラ陸上競技協会 中央学院大学中央高等学校

4 4 豊田 響心 とよた ひびき 男 15 岡山県岡山市中区 GROP　SINCERITE　WORLD-AC 岡山市立岡山後楽館高等学校

5 5 中川 もえ なかがわ もえ 女 18 宮崎県宮崎市 西池アスリートクラブ 宮崎県立宮崎大宮高等学校

6 6 畠久保 勇太 はたくぼ ゆうた 男 17 和歌山県和歌山市 和歌山北高校 和歌山県立和歌山北高等学校

7 バドミントン 1 上野 智哉 うえの ともや 男 18 東京都狛江市 東京都府中けやきの森学園

8 2 小澤 伸一郎 おざわ しんいちろう 男 21 東京都武蔵野市 武蔵野大学

9 3 梶原 大暉 かじわら だいき 男 20 福岡県福岡市南区 日本体育大学 日本体育大学

10 4 澤田 詩歩 さわだ しほ 女 18 岩手県釜石市 岩手県立釜石高等学校

11 5 友寄 星名 ともよせ せな 女 15 東京都渋谷区 渋谷区立広尾中学校

12 6 奈良 時雅 なら ときまさ 男 18 北海道札幌市中央区 札幌静修高等学校

13 7 望月 悠生 もちづき ゆうい 男 18 千葉県柏市 麗澤高校

14 8 河瀬 優花 かわせ ゆうか 女 17 滋賀県長浜市 滋賀県立長浜北星高等学校

15 9 鈴木 麗美那 すずき れみな 女 16 宮城県多賀城市 聖ウルスラ学院英智高等学校

16 パワーリフティング 1 大宅 心季 おおや しき 男 17 広島県福山市 おかやま山陽高等学校

17 水泳 1 井戸 夢翔 いど ゆめと 男 15 岐阜県岐阜市 岐阜GUSH 岐阜県立岐阜農林高等学校

18 2 上村 温 うえむら はるひ 男 16 千葉県我孫子市 つくば国際大学東風高等学校

19 3 大内 秀真 おおうち しゅうま 男 14 京都府京都市中京区 京都SC 京都市立松原中学校

20 4 大島 茄巳琉 おおしま かみる 男 18 栃木県佐野市 佐野日本大学高等学校 佐野日本大学高等学校

21 5 小倉 千佳 おぐら ちか 女 18 千葉県松戸市 東京４TC 筑波大学附属視覚特別支援学校

22 6 籠瀬 嶺 かごせ れい 男 17 東京都葛飾区 東京都立水元小合学園

23 7 北野 安美紗 きたの あみさ 女 18 奈良県奈良市
スポーツクラブ＆スパ
ルネサンス登美ヶ丘

24 8 小城 琉夏 こじょう るか 男 14 大阪府大阪市阿倍野区 関西大学第一中学校水泳部 関西大学第一中学校

25 9 近藤 薫 こんどう かおる 男 18 岐阜県安八郡輪之内町 岐阜GUSH 岐阜県立大垣養老高等学校

26 10 財津 瑞希 ざいつ みずき 男 17 大分県大分市 大分パラ水連 大分県立盲学校

27 11 齋藤 正樹 さいとう まさき 男 15 東京都大田区 ミミスイミングクラブ 大田区立東調布中学校

28 12 田中 映伍 たなか えいご 男 17 神奈川県茅ヶ崎市 二宮高等学校

29 13 戸口 瑛莉衣 とぐち えりい 女 17 福岡県筑紫野市 KSG太宰府
学校法人恭敬学園 北海道芸術高等学校

福岡サテライトキャンパス

30 14 沼田 千奈津 ぬまた ちなつ 女 18 熊本県熊本市西区 エクセレント水泳クラブ

31 15 服部 綾香 はっとり あやか 女 18 岐阜県大垣市 公益社団法人すくすく岐阜 岐阜県立西濃高等特別支援学校

32 16 福田 果音 ふくだ かのん 女 15 福岡県北九州市小倉南区 アクアダッシュ北九州 北九州市立吉田中学校

33 17 松永 琴寧 まつなが ことね 女 15 埼玉県さいたま市岩槻区 さいたま市立柏陽中学校

34 18 箕浦 のどか みのうら のどか 女 18 大阪府大阪市東住吉区 大阪およごう会
就労移行事業所

み・らいずワークス梅田校

35 19 宮川 珠和 みやがわ みより 女 13 大阪府大阪狭山市 大阪シーホース 大阪狭山市立狭山中学校

36 卓球 1 阿部 隼万 あべ はゆま 男 22 兵庫県加西市 芦屋大学

37 2 北川 雄一朗 きたがわ ゆういちろう 男 19 兵庫県相生市 ドマーニ卓球クラブ 関西福祉大学

38 3 齊藤 元希 さいとう げんき 男 20 神奈川県横浜市瀬谷区 SST富士山 東京国際大学

39 4 舟山 真弘 ふなやま まひろ 男 17 東京都中野区 埼玉親久会 早稲田大学高等学院

＊年齢は実施競技の対象年齢の設定日（2021年12月31日）時点のものです。
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