
【立位 短距離・跳躍】 

所属 愛知学院大学 

生年月日 1999年4月6日 

出身地 岐阜県各務原市 

クラス T46 

出場種目 100ｍ   400ｍ 

所属 名古屋学院大学 

生年月日 2000年1月1日 

出身地 愛知県瀬戸市 

クラス T64 

出場種目 100ｍ 200m ユニバーサルリレー 

石田 駆 

Ishida Kakeru 

大島 健吾 

Oshima Kengo 



所属 オープンハウス 

生年月日 1990年10月5日 

出身地 埼玉県所沢市 

クラス T63 

出場種目 100ｍ   走幅跳 

所属 SMBC日興証券 

生年月日 1980年5月4日 

出身地 山梨県山梨市 

クラス T64 

出場種目 走高跳 

小須田 潤太 

Kosuda Juｎta 

鈴木 徹 

Suzuki Toru 



所属 AC・KITA 

生年月日 2001年8月25日 

出身地 千葉県千葉市 

クラス T36 

出場種目 100ｍ 400ｍ ユニバーサルリレー 

所属 新日本住設 

生年月日 1982年4月19日 

出身地 静岡県掛川市 

クラス T63 

出場種目 100ｍ   走幅跳 

松本 武尊 

Matsumoto Takeru 

山本 篤 

Yamamoto Atｓushi 



所属 東邦銀行 

生年月日 1997年9月2日 

出身地 福島県福島市 

クラス T13 

出場種目 100ｍ   400ｍ 

所属 マッシュホールディングス 

生年月日 1990年10月24日 

出身地 東京都北区 

クラス T12 

出場種目 100ｍ 走幅跳 ユニバーサルリレー 

佐々木 真菜 

Sasaki Mana 
澤田 優蘭 

Sawada Uran 



所属 NTT東日本 

生年月日 1992年5月26日 

出身地 埼玉県深谷市 

クラス T64 

出場種目 100ｍ   走幅跳 

所属 ほけんの窓口グループ 

生年月日 1984年10月14日 

出身地 東京都大田区 

クラス T11 

出場種目 100ｍ   走幅跳 

髙桑 早生 

Takakuwa Saki 

髙田 千明 

Takada Chiaki 



所属 ローソン 

生年月日 1993年5月31日 

出身地 大阪府大阪市 

クラス T38 

出場種目 100ｍ 400ｍ ユニバーサルリレー 

所属 アシックス 

生年月日 1999年2月5日 

出身地 大阪府豊中市 

クラス T38 

出場種目 400ｍ 

高松 佑圭 

Takamatsu Yuka  

竹村 明結美 

Takemura Ayumi 



所属 日本体育大学（教諭） 

生年月日 1994年10月28日 

出身地 北海道函館市 

クラス T47 

出場種目 200m 400ｍ ユニバーサルリレー 

辻 沙絵 

Tｓuji Sae 

所属 富士通 

生年月日 1999年1月14日 

出身地 茨城県つくば市 

クラス T63 

出場種目 100ｍ   走幅跳 

兎澤 朋美 

Tozawa Tomomi 



所属 阪急交通社 

生年月日 1985年6月3日 

出身地 大分県由布市 

クラス T64 

出場種目 走幅跳 

中西 麻耶 

Nakanishi Maya 

所属 新日本住設 

生年月日 1998年2月24日 

出身地 三重県津市 

クラス T63 

出場種目 100ｍ   走幅跳 

前川 楓 

Maegawa Kaede 



【視覚障がい 中・長距離】 

所属 群馬県社会福祉事業団 

生年月日 1994年7月3日 

出身地 群馬県渋川市 

クラス T11 

出場種目 1500ｍ   5000ｍ 

所属 長瀬産業 

生年月日 1977年7月9日 

出身地 大阪府東大阪市 

クラス T11 

出場種目 1500ｍ   5000ｍ  マラソン 

唐澤 剣也 

Ｋａｒａｓａｗａ Ｋｅｎｙａ 

和田 伸也 

Wada Shinya 



【車いす トラック】 

所属 GROP SINCERITE WORLD-AC 

生年月日 1992年4月26日 

出身地 和歌山県有田市 

クラス T54 

出場種目 100ｍ ユニバーサルリレー 

所属 バイエル薬品 

生年月日 1963年8月16日 

出身地 三重県鈴鹿市 

クラス T52 

出場種目 100ｍ  400ｍ  1500m 

生馬 知季 

Ikoma Tomoki 

伊藤 智也 

Ito Tomoya 



所属 SMBC日興証券 

生年月日 1971年5月22日 

出身地 沖縄県沖縄市 

クラス T52 

出場種目 400ｍ   1500m 

所属 ニッセイ・ニュークリエーション 

生年月日 1981年11月20日 

出身地 兵庫県西宮市 

クラス T52 

出場種目 100ｍ 

上与那原 寛和 

Ueyonabaru Hirokazu 

大矢 勇気 

Oya Yuki 



所属 日立ソリューションズ 

生年月日 1981年5月27日 

出身地 北海道網走郡 

クラス T54 

出場種目 5000ｍ 

所属 モリサワ 

生年月日 1989年9月8日 

出身地 静岡県藤枝市 

クラス T52 

出場種目 400ｍ   1500ｍ 

久保 恒造 

Kubo Kozo 

佐藤 友祈 

Sato Tomoki 



所属 プーマジャパン 

生年月日 1979年1月15日 

出身地 新潟県十日町市 

クラス T54 

出場種目 1500ｍ   5000ｍ 

所属 トヨタ自動車 

生年月日 1997年3月3日 

出身地 埼玉県深谷市 

クラス T54 

出場種目 100ｍ ユニバーサルリレー 

樋口 政幸 

Higuchi Masayuki 

村岡 桃佳 

Muraoka Momoka 



所属 あいおいニッセイ同和損害保険 

生年月日 1996年7月27日 

出身地 広島県山県郡北広島町 

クラス F46 

出場種目 やり投げ 

所属 順天堂大学職員 

生年月日 1995年12月23日 

出身地 埼玉県鶴ヶ島市 

クラス F46 

出場種目 やり投げ 

白砂 匠庸 

Shiramasa Takuya 

山﨑 晃裕 

Ｙａｍａｚａｋｉ Ａｋｉｈｉｒｏ 

【投てき】 



【車いす・立位 マラソン】 

所属 トヨタ自動車 

生年月日 1994年6月14日 

出身地 千葉県館山市 

クラス T54 

出場種目 800ｍ   1500ｍ  マラソン 

鈴木 朋樹 

Suzuki Tomoki 

所属 新潟県身体障害者団体連合会 

生年月日 1984年2月20日 

出身地 新潟県村上市 

クラス T46 

出場種目 マラソン 

永田 務 

Nagata Tsutomu 



所属 タイヤランド沖縄 

生年月日 1990年5月18日 

出身地 沖縄県うるま市 

クラス T54 

出場種目 マラソン 

喜納 翼 

Kina Tsubasa 

所属 八千代工業 

生年月日 1974年10月15日 

出身地 東京都清瀬市 

クラス T54 

出場種目 マラソン 

土田 和歌子 

Tsuchida Wakako 



【視覚障がい・マラソン】 

所属 三井住友海上火災保険 

生年月日 1987年2月14日 

出身地 秋田県秋田市 

クラス T12 

出場種目 マラソン 

所属 NTT西日本 

生年月日 1988年7月19日 

出身地 長野県長野市 

クラス T12 

出場種目 マラソン 

熊谷 豊 

Kumagai Yutaka 

堀越 信司 

Horikoshi Tadashi 



所属 JBMA 

生年月日 1955年5月1日 

出身地 福井県南越前町 

クラス T12 

出場種目 マラソン 

所属 びわこタイマーズ 

生年月日 1964年9月21日 

出身地 滋賀県犬上郡豊郷町 

クラス T12 

出場種目 マラソン 

西島 美保子 

Nishijima Mihoko 

藤井 由美子 

Fujii Yumiko 



所属 三井住友海上 

生年月日 1977年1月19日 

出身地 山口県下関市 

クラス T12 

出場種目 マラソン 

道下 美里 

Michiｓｈita Misato 



【知的障がい】 

所属 十川ゴム 

生年月日 1999年3月12日 

出身地 奈良県橿原市 

クラス T20 

出場種目 1500ｍ 

所属 one’s Para Athlete Club  

生年月日 1998年9月12日 

出身地 千葉県流山市 

クラス T20 

出場種目 1500ｍ 

赤井 大樹 

Akai Daiki 

岩田 悠希 

Iwata Yuki 



所属 かつみ会 

生年月日 19９９年６月1日 

出身地 埼玉県深谷市 

クラス T２０ 

出場種目 走幅跳 

所属 ソレイユ 

生年月日 199６年9月２０日 

出身地 大分県大分市 

クラス T２０ 

出場種目 １５００ｍ 

小久保 寛太 

Kokubo kanta 

十川 裕次 

Togawa Yuji 



所属 宮崎銀行 

生年月日 19９８年４月1６日 

出身地 宮崎県宮崎市 

クラス T２０ 

出場種目 400ｍ 

所属 彩tama陸上 

生年月日 199５年６月1４日 

出身地 埼玉県桶川市 

クラス T２０ 

出場種目 １５００ｍ 

外山 愛美 

Toyama Aimi 

古屋 杏樹 

Furuya Anju 



所属 パルク 

生年月日 1985年7月29日 

出身地 愛知県豊川市 

クラス T20 

出場種目 1500ｍ 

所属 聖カタリナ学園光ヶ丘女子高等学校（職員） 

生年月日 1998年1月27日 

出身地 愛知県岡崎市 

クラス T20 

出場種目 1500ｍ 

蒔田 沙弥香 

Makita Sayaka 

山本 萌恵子 

Yamamoto Moeko 


