
＊年齢は2021年8月24日（開会式）時点のものです。

（2021/08/10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 アーチェリー 1 監督 大河原 裕貴 おおかわら ひろき 男 49 愛知県名古屋市瑞穂区 名古屋市障害者スポーツセンター

2 2 コーチ 末武 寛基 すえたけ ひろき 男 31 佐賀県多久市
一般社団法人日本身体障害者

アーチェリー連盟

3 3 コーチ 種部 浩司 たねべ ひろし 男 56 東京都練馬区 渋谷アーチェリー（株）

4 4 アシスタント 岡崎 敦子 おかざき あつこ 女 63 大阪府池田市

5 5 トレーナー 石川 舞 いしかわ まい 女 37 東京都豊島区
一般社団法人日本身体障害者

アーチェリー連盟

6 6 トレーナー 加門 正行 かもん まさゆき 男 43 新潟県新潟市中央区 万代鍼灸マッサージ院

7 陸上競技 1 チームリーダー 指宿 立 いぶすき たつる 男 56 大分県大分市 明野中央病院 医療法人社団唱和会明野中央病院

8 2 ヘッドコーチ 原田 康弘 はらだ やすひろ 男 66 埼玉県鴻巣市

9 3 通訳・国際渉外 田所 雅俊 たどころ まさとし 男 58 埼玉県所沢市 富士通株式会社 富士通株式会社

10 4 総務 工藤 孝富 くどう たかとみ 男 51 大阪府八尾市
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

11 5 コーチ 安田 享平 やすだ きょうへい 男 54 千葉県君津市 日本製鉄株式会社

12 6
知的強化

ディレクター
下稲葉 耕己 しもいなば こうき 男 37 千葉県流山市

one's Para Athlete
Club

特定非営利活動法人
日本知的障がい者陸上競技連盟

13 7 コーチ 奥松 美恵子 おくまつ みえこ 女 58 宮崎県宮崎市 宮崎県立みなみのかぜ支援学校

14 8 総務 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

15 9 コーチ 神田 いずみ かんだ いずみ 女 57 静岡県富士市 静岡県立富士特別支援学校

16 10 コーチ 樋口 進太郎 ひぐち しんたろう 男 40 埼玉県行田市 埼玉県立本庄特別支援学校

17 11 コーチ 福田 厚治 ふくだ こうじ 男 47 兵庫県明石市 兵庫県立大学 公立大学法人兵庫県立大学

18 12 コーチ 高野 大樹 たかの だいき 男 32 埼玉県富士見市 慶應義塾大学 慶應義塾大学SFC研究所

19 13 コーチ 佐藤 直人 さとう なおと 男 47 千葉県印西市 社会福祉法人印旛福祉会
社会福祉法人印旛福祉会

いんば学舎・オソロク倶楽部

20 14 コーチ 髙橋 勝彦 たかはし かつひこ 男 53 福岡県北九州市門司区
社会福祉法人

北九州市福祉事業団
社会福祉法人 北九州市福祉事業団

21 15 コーチ 大崎 栄 おおさき さかえ 男 57 熊本県熊本市東区 東海大学 東海大学

22 16 コーチ 平松 竜司 ひらまつ りゅうじ 男 41 東京都北区 東京大学 国立大学法人東京大学

23 17 コーチ 山本 真帆 やまもと まほ 女 35 埼玉県川口市 国立スポーツ科学センター
独立行政法人

日本スポーツ振興センター
国立スポーツ科学センター

24 18 コーチ 石井田 茂夫 いしいだ しげお 男 62 京都府京都市北区
びわこ成蹊スポーツ大学

陸上競技部　監督
びわこ成蹊スポーツ大学

25 19 コーチ 山下 忍 やました しのぶ 女 40 鳥取県鳥取市
一般社団法人

鳥取県障がい者スポーツ協会
一般社団法人

鳥取県障がい者スポーツ協会

26 20 ドクター 加藤 弘明 かとう ひろあき 男 43 三重県四日市市 菰野厚生病院 三重北医療センター菰野厚生病院

27 21 ドクター 濱田 万弓 はまだ まゆみ 女 46 東京都江東区
東京慈恵会医科大学

リハビリテーション医学講座
社会医療法人社団医善会

いずみ記念病院

28 22 トレーナー 東 利雄 ひがし としお 男 57 熊本県熊本市東区
一般社団法人

日本パラ陸上競技連盟
社会医療法人 寿量会　熊本機能病院

29 23 トレーナー 東 千夏 ひがし ちなつ 女 39 愛知県半田市
T.S Serve Trainer

Team
針院さとうTSSケアルーム半田

30 24 トレーナー 大森 典子 おおもり のりこ 女 52 東京都文京区 株式会社ナズー 株式会社ナズー

31 バドミントン 1 監督 平野 一美 ひらの かずみ 男 60 福岡県古賀市
一般社団法人

日本障がい者バドミントン連盟

32 2 ヘッドコーチ キム ジョンジャ きむ じょんじゃ 女 53 埼玉県さいたま市西区
一般社団法人

日本障がい者バドミントン連盟

33 3 コーチ 草井 篤 くさい あつし 男 45 宮城県仙台市若林区 株式会社七十七銀行

34 4 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

35 5 コーチ 山﨑 将幸 やまざき まさゆき 男 40 山口県下関市 東亜大学

36 6 コーチ ヘンデル リン へんでる りん 女 49 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

37 7 トレーナー 内薗 幸亮 うちぞの こうすけ 男 40 福岡県福岡市東区
一般社団法人

日本障がい者バドミントン連盟

38 ボッチャ 1 監督 村上 光輝 むらかみ みつてる 男 47 福島県白河市
公益財団法人

世田谷区スポーツ振興財団

39 2 トレーナー 古尾谷 香苗 ふるおや かなえ 女 37 神奈川県平塚市 株式会社スポーツセンシング

40 3 総務 矢作 公佑 やはぎ こうすけ 男 29 大阪府大阪市生野区 一般社団法人日本ボッチャ協会

41 4 コーチ 内藤 由美子 ないとう ゆみこ 女 45 静岡県沼津市 社会福祉法人　あしたか太陽の丘

42 5 コーチ 曽根 裕二 そね ゆうじ 男 47 大阪府泉南郡熊取町 大阪体育大学

43 6 トレーナー 井上 伸 いのうえ しん 男 35 大阪府堺市西区
社会福祉法人 愛徳福祉会
大阪発達総合療育センター

44 7 コーチ 森 裕輔 もり ゆうすけ 男 37 埼玉県越谷市 埼玉県立宮代特別支援学校

45 8 コーチ 櫻井 博紀 さくらい ひろき 男 47 静岡県掛川市 常葉大学

46 9 アナリスト 渋谷 暁享 しぶや としゆき 男 33 埼玉県さいたま市浦和区 株式会社スポーツセンシング

東京2020パラリンピック競技大会　日本代表選手団

コーチ・スタッフ名簿

ふりがな
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47 カヌー 1 ヘッドコーチ 本田 泉 ほんだ いずみ 男 58 石川県小松市
一般社団法人

日本障害者カヌー協会

48 2 コーチ 西 明美 にし あけみ 女 52 神奈川県逗子市 株式会社オーエンス

49 3 トレーナー 坂光 徹彦 さかみつ てつひこ 男 44 広島県広島市佐伯区 広島大学病院

50 自転車競技 1 監督 権丈 泰巳 けんじょう たいし 男 49 福島県いわき市
一般社団法人

日本パラサイクリング連盟

51 2 メカニック 梅澤 和功 うめざわ かずよし 男 41 福島県いわき市
一般社団法人

日本パラサイクリング連盟

52 3 トレーナー 菊地 孝明 きくち たかあき 男 45 北海道札幌市南区 株式会社健美創

53 4 トレーナー 名波 裕子 ななみ ゆうこ 女 32 東京都板橋区 小守スポーツマッサージ療院

54 馬術 1 監督 三木 則夫 みき のりお 男 68 兵庫県

55 2 コマンダー 宮路 裕美子 みやじ ゆみこ 女 63 滋賀県湖南市 リファイン・エクインアカデミー

56 3 グルーム ゴールスティーン ブリット ごーるすてぃーん ぶりッと 女 22 Netherlands　Asten
Piet Raijimakers

Stables
Piet Raijimakers Stables

57 4 グルーム マーティンズ クーン まーてぃんず くーん 男 42 Netherlands　Helmond
Piet Raijimakers

Stables
Piet Raijimakers Stables

58 5人制サッカー 1 監督 高田 敏志 たかだ さとし 男 54 東京都町田市 株式会社アレナトーレ

59 2 ガイド/コーチ 中川 英治 なかがわ えいじ 男 47 東京都府中市
株式会社 クーバー・コーチング・

ジャパン

60 3 コーチ 上林 知民 うえばやし ともひと 男 43 東京都板橋区
株式会社クーバー・コーチング・

ジャパン

61 4 フィジカルコーチ 中野 崇 なかの たかし 男 41 大阪府堺市北区 株式会社JARTA international

62 5 ドクター 川端 佑介 かわばた ゆうすけ 男 39 神奈川県横浜市金沢区 横浜市立大学附属病院

63 6 通訳/コーチ 福永 克己 ふくなが よしき 男 48 茨城県つくば市 Avanzareつくば 国立大学法人 筑波技術大学

64 7 マネージャー 神山 明子 こうやま あきこ 女 36 埼玉県所沢市 パペレシアル品川
特定非営利活動法人

日本ブラインドサッカー協会

65 ゴールボール（女子） 1 総監督 市川 喬一 いちかわ きょういち 男 44 岐阜県瑞穂市
一般社団法人

日本ゴールボール協会

66 2 コーチ／トレーナー 加藤 瑛美 かとう えみ 女 33 愛知県名古屋市昭和区
一般社団法人

日本ゴールボール協会

67 3 トレーナー 辻 美穂子 つじ みほこ 女 36 岡山県岡山市北区 ひこばえ

68 4 アナリスト 三上 友佳子 みかみ ゆかこ 女 43 北海道札幌市中央区 北海道札幌視覚支援学校

69 ゴールボール（男子） 1 コーチ 工藤 力也 くどう りきや 男 40 福岡県福岡市西区
株式会社

アソウ・ヒューマニーセンター

70 2 トレーナー 藤堂 愛 とうどう あい 女 30 神奈川県横浜市港北区
公益財団法人横浜市スポーツ協会

横浜市スポーツ医科学センター

71 3 コーチ 杉山 沙弥香 すぎやま さやか 女 38 岐阜県本巣郡北方町 岐阜県立岐阜本巣特別支援学校

72 4 総務／トレーナー 菊池 拓道 きくち ひろゆき 男 44 東京都青梅市 医療法人地の塩会　とだ小林医院

73 柔道 1 男子監督 遠藤 義安 えんどう よしやす 男 61 宮城県仙台市泉区

74 2 女子監督 佐藤 雅也 さとう まさや 男 53 三重県鈴鹿市 三重県立くわな特別支援学校

75 3 男子コーチ 若林 清 わかばやし きよし 男 52 埼玉県草加市
特定非営利活動法人

日本視覚障害者柔道連盟

76 4 女子コーチ 坂下 和子 さかした かずこ 女 60 滋賀県甲賀市 滋賀県立甲南高等養護学校

77 5 男子コーチ 野田 克海 のだ かつみ 男 32 宮城県仙台市泉区 仙台市立鶴谷特別支援学校

78 6 女子コーチ 磯﨑 祐子 いそざき ゆうこ 女 44 茨城県ひたちなか市
社会福祉法人ひたちなか市

社会福祉協議会

79 7 男子コーチ 藤野 好正 ふじの よしまさ 男 53 埼玉県草加市 ふじの整骨院

80 8 男子コーチ 渡邊 昌生 わたなべ まさお 男 52 埼玉県戸田市
社会福祉法人　浦和福祉会

スマイルハウス

81 9 ドクター 尾崎 大也 おざき だいや 男 50 埼玉県さいたま市南区 武蔵浦和整形外科内科クリニック

82 パワーリフティング 1 ヘッドコーチ エイモス ジョン えいもす じょん 男 63 イギリス・ブリストル

83 2 コーチ 石田 直章 いしだ なおたか 男 65 愛知県一宮市 愛知学院大学

84 3 コーチ 瀬尾 桂一 せお けいいち 男 53 茨城県つくば市

85 ボート 1 ヘッドコーチ 大戸 淳之介 おおと じゅんのすけ 男 39 埼玉県さいたま市桜区 公益社団法人　日本ボート協会

86 2 コーチ 林 秀一 はやし ひでかず 男 56 千葉県柏市 東日本電信電話株式会社

87 3 トレーナー 三木 孝太 みき こうた 男 29 茨城県古河市 医療法人　仁寿会　総和中央病院

88 4 マネージャー 高濱 一朗 たかはま いちろう 男 59 東京都江東区 公益社団法人日本ボート協会

89 射撃 1 監督 猪坂 桂 いさか かつら 女 50 福井県福井市

90 2 コーチ 羽田 順一 はねだ じゅんいち 男 72 宮城県仙台市青葉区
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91 水泳 1 監督/コーチ 上垣 匠 うえがき たくみ 男 46 東京都板橋区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

92 2 コーチ/総務 谷口 裕美子 たにぐち ゆみこ 女 52 山梨県甲府市 山梨学院大学

93 3 競技総務/コーチ 森井 貴志 もりい たかし 男 42 東京都板橋区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

94 4 通訳/情報 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

95 5 コーチ/タッパー 岸本 太一 きしもと たいち 男 36 東京都葛飾区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

96 6
感染対策/

アシスタントコー
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

97 7 トレーナー 小泉 圭介 こいずみ けいすけ 男 50 東京都羽村市 東都大学幕張ヒューマンケア学部

98 8 コーチ 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

99 9 コーチ/タッパー 寺西 真人 てらにし まさと 男 62 東京都墨田区 カリキュラム株式会社

100 10 コーチ 杉沼 春美 すぎぬま はるみ 女 64 千葉県柏市 日本体育大学

101 11
総務/タッパー/

コーチ
尾原 遼平 おばら りょうへい 男 34 東京都豊島区 一般社団法人日本パラ水泳連盟

102 12 コーチ 宮本 敦史 みやもと あつし 男 49 岐阜県瑞浪市 岐阜県立恵那特別支援学校

103 13
アシスタントコー

チ
眞井 絵美子 まい えみこ 女 52 東京都世田谷区

104 14
レース分析/コー

チ
立 正伸 たち まさのぶ 男 47 奈良県奈良市 国立大学法人　奈良教育大学

105 15
アシスタントコー

チ/タッパー
村山 かおり むらやま かおり 女 34 東京都豊島区 東京都立文京盲学校

106 16 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

107 17 コーチ/タッパー 前澤 拓 まえざわ たく 男 32 兵庫県神戸市西区 兵庫県立神戸特別支援学校

108 18 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

109 テコンドー 1 監督 洪 君錫 ほん くんそく 男 48 神奈川県横浜市鶴見区 NPO法人洪人館テコンドー

110 2 ヘッドコーチ 姜 東澈 かん どんちょる 男 33 東京都杉並区 ボムズ道場

111 3 ケアトレーナー 長神 征一郎 ながみ せいいちろう 男 38 茨城県結城市 株式会社　高尾屋

112 トライアスロン 1 ヘッドコーチ 富川 理充 とみかわ まさみつ 男 48 神奈川県川崎市高津区 専修大学

113 2 コーチ 髙橋 慶樹 たかはし けいじゅ 男 48 東京都多摩市 W-STAGE 株式会社Ｗ－ＳＴＡＧＥ

114 3 総務 吉越 美佐 よしこし みさ 女 44 千葉県松戸市
公益社団法人

日本トライアスロン連合

115 4 ハンドラー 大岩 葵 おおいわ あおい 女 27 千葉県千葉市花見川区
公益社団法人

日本トライアスロン連合

116 5 ハンドラー 陶山 昌宏 すやま まさひろ 男 49 愛媛県松山市
公益社団法人

日本トライアスロン連合

117 卓球 1 監督 河原 智 かわはら さとし 男 74 神奈川県横浜市中区
一般社団法人

日本知的障がい者卓球連盟
河原スポーツ

118 2 コーチ 田中 卓也 たなか たくや 男 49 神奈川県相模原市緑区

119 3 コーチ 伊藤 誠 いとう せい 男 54 兵庫県加古郡稲美町
一般社団法人

日本肢体不自由者卓球協会

120 4 コーチ 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

121 5 コーチ 石川 貴陽 いしかわ たかはる 男 41 千葉県松戸市 TOMAX TOMAX

122 6 コーチ 佐々木 信也 ささき しんや 男 28 神奈川県横浜市港北区 PIA株式会社 PIA株式会社

123 7 コーチ 山梨 有理 やまなし ゆり 女 33 静岡県沼津市 REGAL NINNA　SPORTS株式会社

124
シッティングバレー
ボール（女子）

1 監督 真野 嘉久 まの よしひさ 男 56 東京都葛飾区
一般社団法人

日本パラバレーボール協会

125 2 ヘッドコーチ 冨田 圭造 とみた けいぞう 男 53 京都府京都市左京区 京都おたべーず
公益財団法人

京都市障害者スポーツ協会
京都市障害者スポーツセンター

126 3 コーチ 船戸 奈津美 ふなと なつみ 女 33 東京都板橋区 東京プラネッツ女組
豊島区役所放課後対策課
子どもスキップ池袋第三

127 4 トレーナー 有方 大介 ありかた だいすけ 男 45 兵庫県明石市
一般社団法人

日本パラバレーボール協会

128 5 トレーナー 前田 慶明 まえだ のりあき 男 44 広島県広島市東区 広島大学

129
シッティングバレー
ボール（男子）

1 監督 久保 佳大 くぼ よしひろ 男 32 大阪府大阪市都島区
一般社団法人

日本パラバレーボール協会

130 2 コーチ 鈴木 秀昭 すずき ひであき 男 44 神奈川県横浜市都築区 日本リース工事株式会社

131 3 トレーナー 西村 崚佑 にしむら りょうすけ 男 28 東京都江戸川区 株式会社 I企画

132 4
アシスタントコーチ・

アナリスト
船戸 陽介 ふなと ようすけ 男 39 東京都板橋区 川端石油株式会社

133 5 ケアトレーナー 亀川 健太 かめがわ けんた 男 32 千葉県船橋市
医療法人社団エムズ

しんかま駅前整形外科
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134
車いすバスケット
ボール（女子）

1 ヘッドコーチ 岩佐 義明 いわさ よしあき 男 63 宮城県角田市 宮城県障害者総合体育センター

135 2 特任コーチ 橘 香織 たちばな かおり 女 49 茨城県つくば市 SCRATCH 茨城県立医療大学

136 3
アシスタントコー

チ
山﨑 沢香 やまさき さやか 女 48 京都府京都市中京区 日本司法支援センター

137 4
マネージャー・

情報分析
石田 菜月 いしだ なつき 女 34 茨城県つくば市 SCRATCH

医療法人重陽会
介護老人保健施設なでしこ

138 5 トレーナー 永盛 雅子 ながもり まさこ 女 32 東京都杉並区 埼玉ライオンズ
医療法人秀志会

たなか整形外科クリニック

139 6 トレーナー 檜山 恵理 ひやま えり 女 34 鳥取県鳥取市 鳥取ARROWS
一般社団法人

鳥取県障害者スポーツ協会

140
車いすバスケット
ボール（男子）

1 監督 及川 晋平 おいかわ しんぺい 男 50 千葉県市川市 PwC Japan合同会社

141 2 ヘッドコーチ 京谷 和幸 きょうや かずゆき 男 50 千葉県浦安市 株式会社RIGHTS.

142 3 フィジカルトレーナー 齊藤 康文 さいとう やすふみ 男 34 千葉県東金市
医療法人社団 鎮誠会

季美の森整形外科

143 4 ケアトレーナー 山下 正信 やました まさのぶ 男 41 神奈川県綾瀬市 いるか鍼灸整骨院

144 5 コーディネーター 小杉 裕美 こすぎ ひろみ 女 47 東京都目黒区
一般社団法人

日本車いすバスケットボール連盟

145 6 メカニック 上野 正雄 うえの まさお 男 42 岐阜県養老郡養老町 株式会社松永製作所

146 車いすフェンシング 1 監督 恒松 健児 つねまつ けんじ 男 48 岡山県倉敷市 岡山県立西大寺高等学校

147 2 コーチ 田淵 英孝 たぶち ひでたか 男 52 京都府京都市左京区 学校法人同志社 同志社女子大学

148 3 コーチ 山本 憲一 やまもと けんいち 男 44 England　London
Leon Paul Fencing

center
Leon Paul Fencing Center

149 車いすラグビー 1 ヘッドコーチ オアー ケビン おあー けびん 男 53 アメリカ・アラバマ州
一般社団法人

日本車いすラグビー連盟

150 2 マネージャー 中尾 由理 なかお ゆり 女 32 東京都世田谷区 RIZE CHIBA
アイ・シー・エンジニアリング

株式会社

151 3 メカニック 三山 慧 みやま けい 男 35 東京都世田谷区 株式会社テレウス

152 4 通訳 二階堂 のり子 にかいどう のりこ 女 49 福島県岩瀬郡鏡石町 フリーランス

153 5 アナリスト 中谷 英樹 なかたに ひでき 男 33 埼玉県蕨市 フリーランス

154 6 トレーナー 伊佐 和敏 いさ かずとし 男 43 千葉県浦安市 TOKYO SUNS
イサ　スポーツ

カイロプラクティック

155 7 トレーナー 藤川 明代 ふじかわ あきよ 女 41 東京都杉並区 BLITZ 専門学校　社会医学技術学院

156 8 看護師 樋口 則之 ひぐち のりゆき 男 33 千葉県船橋市 TOHOKU STORMERS
医療法人社団創造会

平和台病院在宅センター

157 9 トレーナー 岩倉 瞳 いわくら ひとみ 女 37 神奈川県鎌倉市
学校法人衛生学園

神奈川衛生学園専門学校

158 車いすテニス 1 監督 中澤 吉裕 なかざわ よしひろ 男 50 神奈川県相模原市南区 有限会社エヌプランニング

159 2 トレーナー 蛯江 共生 えびえ ともお 男 52 広島県広島市東区 医療法人社団飛翔会

160 3 ヘッドコーチ 三浦 雄一 みうら ゆういち 男 47 宮城県仙台市太白区 More-Tennis

161 4 コーチ 岩見 亮 いわみ たすく 男 43 千葉県印西市
公益財団法人

吉田記念テニス研修センター

162 5 コーチ 遠藤 義文 えんどう よしふみ 男 48 岡山県岡山市北区 株式会社柳生園

163 6 トレーナー 馬場 歩 ばば あゆみ 女 33 福岡県久留米市 上杉整形外科

164 7 トレーナー 宇治野 藍 うじの あい 女 34 千葉県柏市 Athletic Training Room


