
（2021/08/19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 コーチ 辻岡 拓也 つじおか たくや 男 32 埼玉県富士見市 自営業

2 2 コーチ 真境名 元司 まじきな つかさ 男 35 東京都練馬区 公益財団法人全日本柔道連盟

3 3 心理サポート 本郷 由貴 ほんごう ゆき 女 29 東京都町田市 日本体育大学

4 陸上競技 1 栄養士 西村 貴子 にしむら たかこ 女 45 福岡県春日市日の出町 西南女学院大学 西南女学院大学

5 2 パーソナルコーチ 星野 和昭 ほしの かずあき 男 40 群馬県伊勢崎市 日本銀行

6 3 パーソナルコーチ 宮里 康和 みやざと やすかず 男 42 大阪府東大阪市 ラブパラオ株式会社 ラブパラオ株式会社

7 4 パーソナルコーチ 下地 隆之 しもじ たかゆき 男 40 沖縄県豊見城市
NPO法人

バリアフリーネットワーク会議
NPO法人バリアフリーネットワーク会議

8 5 パーソナルコーチ 福間 博樹 ふくま ひろき 男 62 神奈川県横浜市金沢区

9 6 パーソナルコーチ 櫻井 智野風 さくらい とものぶ 男 25 神奈川県川崎市宮前区 桐蔭横浜大学

10 7 パーソナルコーチ 荒川 大輔 あらかわ だいすけ 男 39 大阪府東大阪市 Antonio 合同会社 Antonio

11 8 パーソナルコーチ 水野 洋子 みずの ようこ 女 52 東京都中野区 日本体育大学 日本体育大学

12 9 パーソナルコーチ 天下谷 真弓 あまがや まゆみ 女 38 福島県福島市 東邦銀行 東邦銀行

13 10 映像 川端 浩一 かわばた こういち 男 43 和歌山県和歌山市
宝塚医療大学和歌山保健医療学

部
学校法人平成医療学園

宝塚医療大学和歌山保健医療学部

14 11 映像 塚田 卓巳 つかだ たくみ 男 38 和歌山県和歌山市 和歌山県立医科大学 公立大学法人和歌山県立医科大学

15 12 映像 島 雅人 しま まさと 男 45 大阪府東大阪市島の内町 大阪保健医療大学 学校法人福田学園　大阪保健医療大学

16 13 パーソナルコーチ 小林 雄貴 こばやし ゆうき 男 32 埼玉県比企郡吉見町 彩tama 株式会社慶

17 14 暑熱対応 高橋 あかり たかはし あかり 女 27 神奈川県横浜市
独立行政法人

日本スポーツ振興センター
独立行政法人日本スポーツ振興センター

18 15 給水スタッフ 鍵 修一 かぎ しゅういち 男 60 大阪府寝屋川市 ナフス南株式会社

19 16 給水スタッフ 溝渕 学 みぞぶち まなぶ 男 61 兵庫県神戸市灘区
パナソニック株式会社

ライフソリューションズ社

20 17 給水スタッフ 武田 浩志 たけだ ひろし 男 53 滋賀県守山市 Biwa Sheaves 株式会社あいむ

21 18 給水スタッフ 高田 裕之 たかだ ひろゆき 男 36 神奈川県横浜市港北区 東京都庁 東京都西部住宅建設事務所

22 19 給水スタッフ 奥村 直樹 おくむら なおき 男 43 東京都練馬区 タイムズ24株式会社 タイムズ24株式会社

23 20 給水スタッフ 浮津 康宏 うきつ やすひろ 男 48 東京都目黒区 野村ホールディングス株式会社

24 21 給水スタッフ 甲斐 大貴 かい ひろき 男 27 千葉県柏市 JOHHOKU CABALLO JOHHOKU CABALLO

25 バドミントン 1 トレーナー 福井 一輝 ふくい かずき 男 26 広島県広島市南区 広島大学

26 2 アシスタントコーチ ディディット　ジュアング インディリアント でぃでぃっと　じゅあんぐ　 いんでぃりあんと 男 29 JAKARTA

27 3 アシスタントコーチ 鈴木 秀治 すずき ひではる 男 32 東京都国分寺市 国分寺市役所

28 ボッチャ 1 広報 三浦 裕子 みうら ひろこ 女 52 東京都世田谷区 株式会社プラミン

29 2 栄養士 片岡 沙織 かたおか さおり 女 34 神奈川県横浜市港南区 神奈川県立保健福祉大学

30 カヌー 1 コーチ 今井 礼子 いまい れいこ 女性 45 香川県坂出市元町

31 2 コーチ 木村 翔也 きむら しょうや 男性 24 岐阜県可児市みずきヶ丘

32 3 コーディネーター／広報 上岡 央子 うえおか ひさこ 女性 42 東京都墨田区

33 自転車競技 1 コーチ 佐藤 信哉 さとう しんや 男 43 福岡県糸島市 株式会社VCドリームス

34 馬術 1 ヘッドコーチ ライマーカース ピート らいまーかーす びーと 男 64 オランダ Piet Raijmakers Stable Piet Raijmakers Stable

35 2 コーチ ファン・デ・キーレ フレデリック ふぁん・で・きーれ ふれでりっく 男 40 ベルギー Piet Raijmakers Stable Piet Raijmakers Stable

36 3 アシスタントコーチ 二宮 誠治 にのみや せいじ 男 54 千葉県富里市 成田乗馬倶楽部 成田乗馬倶楽部

37 4 アシスタントコーチ ディングス レオンティーン でぃんぐす れおんてぃーん 女 34 オランダ Piet Raijmakers Stable Piet Raijmakers Stable

38 5 サポート 吉越 清美 よしごえ きよみ 女 52 東京都目黒区 アスール乗馬クラブ ーーー

39 5人制サッカー 1 トレーナー 松井 康 まつい やすし 男 35 茨城県つくば市 Avanzareつくば 国立大学法人 筑波技術大学

40 2 フィジカルコーチ 髙塚 政徳 たかつか まさのり 男 35 埼玉県三郷市 株式会社ケアポーター

41 3 トレーナー 阿部 良平 あべ りょうへい 男 34 神奈川県横浜市戸塚区 たまハッサーズ 医療法人弘靜会 野村医院

42 4 マネージャー 佐藤 悠 さとう はるか 女 34 神奈川県相模原市南区 たまハッサーズ さがみリハビリテーション病院

43 5 マネージャー 鈴木 彩乃 すずき あやの 女 29 東京都世田谷区 東日本電信電話株式会社

44 6 管理栄養士 奥村 由貴 おくむら ゆき 女 38 東京都練馬区
フリーランス（管理栄養士
/公認スポーツ栄養士）

45 柔道 1 男子トレーナー 峯岸 昭夫 みねぎし あきお 男 58 宮城県仙台市太白区 グラン柔整治療院

46 2 女子トレーナー 柿谷 愛子 かきたに あいこ 女 51 東京都文京区 東京都立文京盲学校

47 3 トレーニングパートナー 新田 晃大 にった こうだい 男性 18 東京都世田谷区 日本体育大学

48 4 トレーニングパートナー 藤原 光太 ふじわら こうた 男性 19 東京都世田谷区 日本体育大学

49 5 トレーニングパートナー 川田 一心 かわだ いっしん 男性 19 東京都世田谷区 日本体育大学

50 6 トレーニングパートナー 元久 郁也 もとひさ ふみや 男性 18 東京都世田谷区 日本体育大学

51 7 トレーニングパートナー 鴨志田 孝一郎 かもしだ こういちろう 男性 18 東京都世田谷区 日本体育大学

52 8 トレーニングパートナー 鮫島 千穂 さめしま ちほ 女性 18 東京都中央区 日本体育大学

53 射撃 1 トレーナー 北村 綱為 きたむら つねゆき 男 39 三重県鈴鹿市三日市町 日本障害者スポーツ射撃連盟 鈴鹿回生病院
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ふりがな



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・学校名ふりがな

54 水泳 1 リレーコーチ 高城 直基 たかしろ なおき 男 42 神奈川県川崎市高津区 NTTドコモ NTTドコモ

55 2 トレーナー 吉沢 剛 よしざわ つよし 男 43 神奈川県横浜市戸塚区 緑園ゆきひろ整形外科
医療法人社団幸風会　緑園ゆきひろ整形

外科

56 3 パーソナルサポート 吉井 純 よしい じゅん 男 39 神奈川県平塚市 GOOD LUCK GOOD LUCK

57 4 パーソナルサポート 野田 文江 のだ ふみえ 女 79 新潟県新潟市中央区 Will Speed　Niigata

58 5 レース分析/コーチ 谷川 哲朗 たにがわ てつろう 男 36 大阪府豊中市 大阪国際大学

59 6 パーソナルサポート 棟石 理実 むねいし りみ 女 60 神奈川県川崎市麻生区 横浜サクラスイミング

60 7 パーソナルタッパー 伊藤 大輔 いとう だいすけ 男 40 東京都練馬区

61 8 パーソナルタッパー 風間 みどり かざま みどり 女 59 神奈川県川崎市多摩区 TEAM UCHU

62 9 パーソナルタッパー 関野 義秀 せきの よしひで 男 31 東京都台東区 Fin-D合同会社

63 10 パーソナルコーチ 佐藤 裕 さとう ひろし 男 51 東京都江戸川区
株式会社トピーレックスポーツクラブオッソ南

砂

64 11 パーソナルコーチ 鷲尾 拓実 わしお たくみ 男 25 東京都墨田区 日本体育大学 日本体育大学

65 テコンドー 1 コーチ 山下 博行 やました ひろゆき 男 48 大阪府大阪市淀川区 学校法人常翔学園

66 2 コーチ 宝城 泰成 ほうじょう たいせい 男 38 三重県津市 TAESUNGテコンドー

67 3 コーチ 栄田 悠一 えいだ ゆういち 男 35 千葉県船橋市
株式会社フューチャーコミュニケーション

ズ

68 4 コーチ 村上 智海 むらかみ ともみ 女 28 東京都新宿区 海蹴道場 海蹴道場

69 5 ケアトレーナー 大出 剛太郎 おおいで こうたろう 男 34 埼玉県さいたま市北区 さいたま北区整骨院

70 トライアスロン 1 総務 齋藤 徹 さいとう とおる 男 63 東京都小金井市 公益社団法人日本トライアスロン連合

71 2 総務 松山 文人 まつやま あやと 男 53 神奈川県川崎市幸区 アヤトトライアスロンスクール 株式会社TRY-A

72 卓球 1 コーチ 井保 啓太 いほ けいた 男 36 福岡県福岡市東区 博多卓球道場 博多卓球道場　新宮

73 2 コーチ 小野 千代 おの ちよ 女 47 東京都目黒区

74 3 コーチ 細野 裕人 ほその ひろと 男 32 神奈川県横浜市南区 社会福祉法人同愛会 社会福祉法人同愛会

75 4 コーチ 中村 孝太郎 なかむら こうたろう 男 70 神奈川県横浜市鶴見区 卓越会・鶴見 コータロー卓球塾

76 5 広報 長田 拓也 おさだ たくや 男 28 神奈川県海老名市
一般社団法人

日本知的障がい者卓球連盟
一般社団法人日本知的障がい者卓球連盟

77 6 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

78 7 コーチ 楠原 憧子 くすはら しょうこ 女 30

79
車いすバスケット
ボール（女子）

1 メカニック 結城 智之 ゆうき ともゆき 男 41 千葉県千葉市美浜区 株式会社　松永製作所

80
車いすバスケット
ボール（男子）

1 フィジカルコーチ 有馬 正人 ありま まさと 男 41 千葉県千葉市緑区 医療法人社団 鎮誠会　季美の森整形外科

81 車いすフェンシング 1 パーソナルトレーナ― グリープ マリア ぐりーぷ まりあ 女 31

82 車いすラグビー 1 トレーナー 中村 奈津美 なかむら なつみ 女 35 北海道美唄市
RIZE CHIBA

（北海道Big Dippers）
独立行政法人労働者健康安全機構

北海道せき損センター

83 車いすテニス 1 パーソナルコーチ リチャーズ ジェレイントジェームス りちゃーず じぇれいんとじぇーむす 男 55 PONTPRENNAU, CARDIFF,UK

84 2 パーソナルトレーナー 増田 拓 ますだ ひろし 男 37 広島県広島市佐伯区
医療法人社団

ライフアスリート高陽整形外科クリニック

85 村外本部 1 JPC 荒谷 幸次 あらたに こうじ 男 46 埼玉県さいたま市見沼区
日本パラリンピック委員会

専任トレーナー

86 2 JPC 渡邊 香緒里 わたなべ かおり 女 38 埼玉県さいたま市浦和区 With K Support

87 3 JPC 竹下 泰史 たけした ひろふみ 男 36 東京都墨田区
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会

88 4 JPC 佐藤 雄太 さとう ゆうた 男 30 神奈川県横浜市港南区
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会

89 5 JPC 見城 理映 けんじょう りえ 女 27 東京都江戸川区
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会

90 6 JPC 金子 恵美子 かねこ えみこ 女 48 千葉県松市川市
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会

91 7 JPC 藤沢 優策 ふじさわ ゆうさく 男 30 埼玉県草加市
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会

92 8 JPC 神保 伶衣 じんぼう れい 女 31 東京都世田谷区
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会

93 9 JPC 高田 進 たかだ すすむ 男 50 埼玉県朝霞市
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会

94 10 JPC 小松 大吾 こまつ だいご 男 44 埼玉県川口市 公益財団法人日本障がい者スポーツ協会
日本パラリンピック委員会

95 11 JPC 副島 加奈子 そえじま かなこ 女 31 東京都江東区
公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

日本パラリンピック委員会

96 13 総務（輸送） 影山 卓弘 かげやま たかひろ 男 44 東京都大田区 株式会社JTB

97 14 総務（輸送） 田中 悠貴 たなか ゆうき 男 26 東京都品川区 株式会社JTB

＊年齢は2021年8月24日（開会式）時点のものです。


