
（2021/10/28現在）

No. 競技名/No 役職 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 監督（身体） 楠本 憲明 くすもと のりあき 男 52 熊本県菊池郡菊陽町 一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 くすもと鍼灸マッサージ

2 2 コーチ 柴尾 源太 しばお げんた 男 32 熊本県上益城郡益城町 NPO法人ひとづくりJAPANネットワーク NPO法人ひとづくりJAPANネットワーク

3 3 コーチ 野﨑 靖弘 のざき やすひろ 男 50 熊本県熊本市東区 社会福祉法人　寿量会 社会福祉法人　寿量会

4 4 コーチ 井内 月野 いうち つきの 女 23 大阪府大阪市淀川区 一般社団法人日本パラ陸上競技連盟 一般社団法人日本パラ陸上競技連盟

5 5 トレーナー 後藤 直美 ごとう なおみ 女 37 千葉県柏市 GreenRoom北柏整骨院 GreenRoom北柏整骨院

6 6 通訳 平山 あゆみ ひらやま あゆみ 女 43 東京都世田谷区

7 7 監督（知的） 岡澤 政子 おかざわ まさこ 女 56 東京都江戸川区 江戸川区立松江第一中学校

8 8 コーチ 塩田 友亮 しおた ともあき 男 47 香川県三豊市 香川大学教育学部附属特別支援学校

9 バドミントン 1 監督 HAENDEL LING へんでる りん 女 50 福岡県福岡市中央区 一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟

10 2 コーチ 座間 壮太郎 ざま そうたろう 男 38 東京都国分寺市 一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟

11 3 トレーナー 福井 一輝 ふくい かずき 男 27 広島県広島市南区 広島大学

12 4 総務 伊藤 幸子 いとう ゆきこ 女 46 東京都杉並区 一般社団法人日本障がい者バドミントン連盟

13 パワーリフティング 1 監督 岡本 孝義 おかもと たかよし 男 40 岡山県岡山市中区 岡山県立誕生寺支援学校

14 水泳 1 監督（身体） 森井 貴志 もりい たかし 男 43 大阪府大阪市此花区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

15 2 コーチ 岸本 太一 きしもと たいち 男 37 東京都葛飾区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

16 3 通訳 宮原 純子 みやはら じゅんこ 女 51 静岡県下田市 一般社団法人日本パラ水泳連盟

17 4 コーチ 本山 幸子 もとやま ゆきこ 女 58 東京都板橋区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

18 5 コーチ 小又 美香 こまた みか 女 52 広島県安芸高田市 有限会社小又工務店

19 6 コーチ 瀧元 良一 たきもと りょういち 男 65 兵庫県神戸市西区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

20 7 コーチ 眞井 絵美子 まい えみこ 女 52 東京都世田谷区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

21 8 コーチ 瀬川 海 せがわ かい 男 27 滋賀県近江八幡市 兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科

22 9 トレーナー 志村 圭太 しむら けいた 男 39 埼玉県朝霞市 東京国際大学

23 10 アシスタントコーチ 寺田 佳央 てらだ かなか 女 21 兵庫神戸市兵庫区 神戸学院大学

24 11 アシスタントコーチ 石井 沙映 いしい さえ 女 24 愛知春日井市 中京大学大学院

25 12 監督（知的） 高橋 良彰 たかはし よしあき 男 36 岐阜県各務原市 一般社団法人日本知的障害者水泳連盟

26 13 コーチ 新井 静 あらい しずか 女 46 東京都葛飾区 一般社団法人日本知的障害者水泳連盟

27 14 コーチ/総務 志賀 眞弓 しが まゆみ 女 60 愛知県大府市 ぴぃ～すSC

28 15 トレーナー 打田 剛敏 うちだ たけとし 男 42 神奈川県川崎市高津区 株式会社ロコモ

29 16 通訳 佐藤 順 さとう のぶ 女 57 東京都北区

30 卓球 1 監督 新井 卓将 あらい たかのぶ 男 42 神奈川県川崎市中原区 一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会

31 2 総務 鹿島 沙奈絵 かしま さなえ 女 31 東京都板橋区 一般社団法人日本肢体不自由者卓球協会

＊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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