
令和4年12月1日付

ハイパフォーマンスディレクター ナショナルヘッドコーチ ナショナルチームコーチ

氏名 氏名 氏名 カテゴリー 氏名

1 アーチェリー 真境名　元司 末武　寛基 トレーナー 加門　正行

佐々木　淳二

2 身体陸上 宍戸　英樹 原田　康弘 楠本　憲明 トレーナー 鮫島　啓記

高野　大樹 トレーナー 大森　典子

星野　和昭 競技パートナー 長谷部　匠

競技パートナー 小林　光二

競技パートナー 塩川　竜平

情報・科学 竹井　尚也

3 ブラインドマラソン 安田　享平 木之下　仁

4 知的陸上 奥松　美恵子 下稲葉　耕己

5 バドミントン 草井　篤 金　正子 座間　壮太郎 トレーナー 内薗　幸亮

福井　一輝 情報・科学スタッフ 山﨑　将幸

一戸　結友 クラシファイア 利根川　直樹

6 ボッチャ 村上　光輝 井上　伸 内藤　由美子 トレーナー 古尾谷　香苗

競技パートナー 峠田　佑志郎

クラシファイア 田口　真紀

7 カヌー 後藤　悠介 枦木　駿

8 自転車 権丈 泰巳 沼部 早紀子 競技用具担当 照屋　貴己

9 馬術 三木　則夫

10 5人制サッカー 魚住　稿 中川　英治 村上　重雄

11 ゴールボール（男女） 市川　喬一

12 柔道 樋口　毅史 若林　清 高垣　治 情報・科学 佐藤　伸一郎

クラシファイア 辻　拓也

13 パワーリフティング 吉田　進 吉田　寿子 情報・科学 荒川　龍一

14 ローイング 佐原　英行 トレーナー 三木　孝太

15 射撃 田中　辰美 猪坂　桂

羽田　順一

16 身体水泳 櫻井　誠一 上垣　匠 岸本　太一 トレーナー 小泉　圭介

本山　幸子 情報・科学 宮原　純子

瀧元　良一 情報・科学 瀬川　海

17 知的水泳 谷口　裕美子 新井　静 トレーナー 打田　剛敏

杉沼　春美 情報・科学 高橋　良彰

18 テコンドー 金井　洋 作田　武俊

村上　亨來

山本　健盛

19 トライアスロン 富川　理充 菊池　日出子 情報・科学 稲井　勇仁

西　麻衣子 競技用具 塩野谷　聡

蔵本　葵

山下　陽裕

20 身体卓球 宮﨑　義仁 野中　直広 情報・科学 森田　匡則

森園　美咲

21 知的卓球 鈴木　　一

22 シッティングバレーボール（男） 山下　　慎 久保　佳大 トレーナー 亀川　健太

23 シッティングバレーボール（女） 山下　　慎 真野　嘉久 トレーナー 有方　大介

24 車いすバスケットボール（男） 橘　香織 京谷　和幸 藤井　新悟 トレーナー 齋藤　康文

情報・科学 岸　秀忠

トレーナー 小森　峻

情報・科学 横瀬　英里子

25 車いすバスケットボール（女） 橘　香織 岩野　博 森田　俊光

西田　聡 石田　菜月

26 車いすフェンシング 東　伸行 山本　迪也 情報・科学 日下部　結以

27 車いすラグビー 中竹　竜二 Oｒｒ　Kevin 情報・科学 中谷　英樹

トレーナー 中村　奈津美

トレーナー 伊佐　和敏

28 車いすテニス 千川　理光 三浦　雄一 情報・科学 佐藤　慶

トレーナー 前田　准谷

トレーナー 馬場　歩

トレーナー 久保下　亮

29 アイスホッケー Bradley Lawrence Bowden 信田　憲司 競技用具担当 橋本　鉄二

情報・科学 中沢　拓郎

30 スキー（アルペン） 石井　沙織 Capelli Dario トレーナー 大岡　茂

31 スキー（ノルディック） 渡辺　孝次 小舘　操 競技パートナー 藤田　佑平

32 スキー（スノーボード） 二星　謙一 綿谷　直樹

33 車いすカーリング 河原　崇

31 14 38

※男女競技で兼任は1名でカウント

ハイパフォーマンスマネージャー サービスマネージャー

氏名 氏名 カテゴリー 氏名

1 JPC 中澤　吉裕 新川　咲季 トレーナー 荒谷　幸次

山田　佐知子 看護師 木下　敦子

看護師 樋口　則之
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ハイパフォーマンスディレクター
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