
2016年7月1日現在

No. 役職 氏名 性別 年齢 都道府県市区町村 所属

1 アーチェリー 1 監督 大河原 裕貴 おおかわら ひろき 男 44 愛知県長久手市 名古屋市障害者スポーツセンター

2 1 ヘッドコーチ 村上 光輝 むらかみ みつてる 男 42 福島県白河市 仙台大学大学院

3 2 コーチ 内藤 由美子 ないとう ゆみこ 女 40 静岡県沼津市 社会福祉法人　あしたか太陽の丘

4 3 コーチ兼アシスタント 南野 博紀 みなみの ひろき 男 46 兵庫県西宮市 大阪府立急性期・総合医療センター

5 カヌー 1 監督 鳥畑 博嗣 とりはた ひろし 男 59 北海道千歳市     バイエルンの風カヌー学校

6 1 監督 権丈 泰巳 けんじょう たいし 男 44 静岡県伊豆の国市 一般社団法人日本パラサイクリング連盟

7 2 メカニック 齊藤 健吾 さいとう けんご 男 42 東京都練馬区 プロショップ　タカムラ製作所

8 馬術 1 監督 三木 則夫 みき のりお 男 63 兵庫県明石市 一般財団法人明石乗馬協会

9 1 ヘッドコーチ 市川 喬一 いちかわ きょういち 男 40 岐阜県瑞穂市 在宅グループ

10 2 アシスタントコーチ 杉山 沙弥香 すぎやま さやか 女 33 岐阜県本巣郡北方町 岐阜県立岐阜本巣特別支援学校

11 3 トレーナー 加藤 瑛美 かとう えみ 女 28 神奈川県横浜市港北区
公益財団法人　横浜市体育協会
横浜市スポーツ医科学センター

12 1 男子監督 遠藤 義安 えんどう よしやす 男 56 宮城県仙台市泉区 東北学院大学

13 2 女子監督 井上 五十八 いのうえ いそや 男 59 福岡県筑後市長浜区 福岡県立柳河特別支援学校

14 3 コーチ 佐藤 雅也 さとう まさや 男 48 三重県鈴鹿市 三重県立くわな特別支援学校

15 パワーリフティング 1 コーチ（監督） 石田 直章 いしだ なおたか 男 60 愛知県一宮市 名古屋芸術大学

16 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 34 埼玉県さいたま市桜区 （特非）日本パラローイング協会

17 射撃 1 監督 阿達 貴瀬 あだち たかせ 女 43 福島県福島市 医療法人社団慈清会ふなき整形外科クリニック

18 1 監督/ヘッドコーチ 峰村 史世 みねむら ふみよ 女 45 東京都中野区 MINEMURA ParaSwim Suqad

19 2 総務兼コーチ 鈴木 しのぶ すずき しのぶ 女 51 静岡県焼津市 特定非営利活動法人パシフィック・ドルフィン

20 3 総務兼コーチ 谷口 裕美子 たにぐち ゆみこ 女 47 山梨県甲府市 山梨学院大学

21 4 競技総務兼コーチ 北島 正樹 きたじま まさき 男 33 兵庫県芦屋市 伊丹市立伊丹高校

22 5 コーチ 谷川 哲朗 たにがわ てつろう 男 31 神奈川県横浜市栄区 慶應義塾大学

23 6 コーチ 宮本 敦史 みやもと あつし 男 44 岐阜県瑞浪市 岐阜県立恵那特別支援学校

24 7 コーチ 尾高 邦生 おだか くにお 男 41 千葉県野田市 東京学芸大学附属特別支援学校

25 8 トレーナー 小泉 圭介 こいずみ けいすけ 男 45 東京都羽村市 東京スポーツレクリエーション専門学校

26 9 選手サポート 吉岡 政子 よしおか まさこ 女 36 広島県広島市佐伯区 医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院

27 1 監督 富岡 成一 とみおか しげかず 男 71 東京都調布市 卓球専門店　トミオカ

28 2 スタッフ 阿部 友輝 あべ ゆうき 男 34 大分県大分市 大分県庁

29 3 コーチ 石川 貴陽 いしかわ たかはる 男 36 千葉県松戸市 TOMAX

30 1 ヘッドコーチ 及川 晋平 おいかわ しんぺい 男 45 千葉県市川市 PwCあらた監査法人

31 2 アシスタントコーチ 京谷 和幸 きょうや かずゆき 男 45 千葉県浦安市 (株)フロンティアチャレンジ

32 3 マネージャー 佐藤 美穂 さとう みほ 女 32 東京都江戸川区 わだつみケアサービス・福祉用具サービス

33 4 トレーナー 竹内 直人 たけうち なおと 男 37 鹿児島県鹿児島市 八反丸リハビリテーション病院

34 1 ヘッドコーチ 荻野 晃一 おぎの こういち 男 50 千葉県鎌ケ谷市 株式会社　第一興商

35 2 アシスタントコーチ 三阪 洋行 みさか ひろゆき 男 35 埼玉県戸田市 バークレイズ証券株式会社

36 3 通訳兼ケアスタッフ 二階堂 のり子 にかいどう のりこ 女 44 福島県岩瀬郡鏡石町 宗教法人寶泉院

37 4 通訳兼ケアスタッフ 澤 龍一 さわ りゅういち 男 28 千葉県成田市 国際医療福祉大学 成田保健医療学部

38 5 トレーナー 岩倉 瞳 いわくら ひとみ 女 32 神奈川県藤沢市 神奈川衛生学園専門学校

39 6 トレーナー（栄養担当） 山本 寿美 やまもと すみ 女 40 神奈川県藤沢市 藤沢YMCA　

40 7 メカニック 三山 慧 みやま けい 男 30 東京都世田谷区 株式会社テレウス

41 8 マネージャー 中尾 由理 なかお ゆり 女 27 東京都世田谷区 アイ・シー・エンジニアリング株式会社

42 1 監督 中澤 吉裕 なかざわ よしひろ 男 45 神奈川県相模原市南区 有限会社エヌプランニング

43 2 男子コーチ 丸山 弘道 まるやま ひろみち 男 47 千葉県柏市 株式会社オフィス丸山弘道

44 3 クアードコーチ 橘 信宏 たちばな のぶひろ 男 44 青森県三沢市

45 4 トレーナー 蛯江 共生 えびえ ともお 男 48 広島県広島市東区 医療法人社団飛翔会
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＊年齢は2016年9月7日（開会式）時点のものです。


