
種目 ビブス 氏名 氏名カタカナ IPC NO 所属7文字 都道府県

100m 11 市川 智也 イチカワ トモヤ KOYOAC 奈良

18 大塚 玲於 オオツカ レオ ACKITA 東京

20 岡島 大悟 オカジマ ダイゴ みやぎＴＦＣ 宮城

28 改田 元希 カイダ モトキ 春風クラブ 石川

31 角本     翔 カクモト   ショウ 広島SAC 広島

44 鴉越 太心 カラスゴ タイシン SRC 千葉

61 草場 涼太 クサバ リョウタ 佐賀パラ陸協 佐賀

62 工藤 宗郁 クドウ シュウイク ACKITA 東京

67 小泉 純生 コイズミ ジュンキ SRC 千葉

78 酒井 優生 サカイ ユウキ 個人 富山

88 嶋谷  玲 シマタニ レイ N.athle 宮城

89 下田   幸史 シモダ   コウジ 広島SAC 広島

90 末崎 佑晟 スエザキ ユウセイ ACKITA 東京

97 関根 大樹 セキネ ダイキ SRC 千葉

101 田上  亮 タガミ リョウ 堺ファインズ 大阪

115 千葉 碧大 チバ アオト ACKITA 東京

125 中西 正太 ナカニシ ショウタ 和歌山パラAC 和歌山

132 西川 大樹 ニシカワ ダイキ 22282 KOYOAC 奈良

133 西森 卓真 ニシモリ タクマ 香川パラ陸上 香川

134 根津 亮真 ネヅ リョウマ KOYOAC 奈良

138 原口 知秀 ハラグチ トモヒデ 堺ファインズ 大阪

146 藤田 公平 フジタ コウヘイ SRC 千葉

158 益子   晟 マスコ セイ 堺ファインズ 大阪

162 水木 紫温 ミズキ シオン 岐障AC 岐阜

171 森口 隼行 モリグチ タカユキ ビオラ 兵庫

174 諸岡  晃 モロオカ コウ 堺ファインズ 大阪

184 横山 翔也 ヨコヤマ ショウヤ ACKITA 東京

185 吉井 英夢 ヨシイ アトム ザミール 大阪

188 吉留 侑也 ヨシトメ ユウヤ 堺ファインズ 大阪

195 宮本  篤 ミヤモト アツシ 七尾特支 石川県枠

196 池島 洋志 イケシマ ヒロシ 七尾特支 石川県枠

209 木越 大貴 キゴシ タイキ 小将町中学校 石川県枠

200m 18 大塚 玲於 オオツカ レオ ACKITA 東京

28 改田 元希 カイダ モトキ 春風クラブ 石川

29 垣見 悠樹 カキミ ユウキ 香川パラ陸上 香川

30 柿本　空斗 カキモト　クウト 個人 神奈川県

男子 チャレンジアスリートクラス出場選手



31 角本     翔 カクモト   ショウ 広島SAC 広島

50 河村 拓海 カワムラ タクミ one's 千葉

57 木村 達一 キムラ タイチ 八王子パラAC 東京

67 小泉 純生 コイズミ ジュンキ SRC 千葉

80 坂口 修平 サカグチ シュウヘイ ACたまがわ 大阪

84 澤野 能文 サワノ ヨシフミ SRC 千葉

88 嶋谷   玲 シマタニ レイ N.athle 宮城

89 下田   幸史 シモダ   コウジ 広島SAC 広島

101 田上   亮 タガミ リョウ 堺ファインズ 大阪

115 千葉 碧大 チバ アオト ACKITA 東京

133 西森 卓真 ニシモリ タクマ 香川パラ陸上 香川

134 根津 亮真 ネヅ リョウマ KOYOAC 奈良

141 土方 起樹 ヒジカタ タツキ ACKITA 東京

144 平井 良和 ヒライ ヨシカズ 堺ファインズ 大阪

158 益子   晟 マスコ セイ 堺ファインズ 大阪

165 南   智司 ミナミ サトシ 堺ファインズ 大阪

171 森口 隼行 モリグチ タカユキ ビオラ 兵庫

178 山田 真生 ヤマダ マオ 個人 大阪

184 横山 翔也 ヨコヤマ ショウヤ ACKITA 東京

185 吉井 英夢 ヨシイ アトム ザミール 大阪

196 池島 洋志 イケシマ ヒロシ 七尾特支 石川県枠

217 三宅 健護 ミヤケ ケンゴ いしかわ特支 石川県枠

218 水上 雄翔 ミズカミ ユウト 七尾特支分校 石川県枠

400m 29 垣見 悠樹 カキミ ユウキ 香川パラ陸上 香川

50 河村 拓海 カワムラ タクミ one's 千葉

57 木村 達一 キムラ タイチ 八王子パラAC 東京

64 倉本   翼 クラモト ツバサ 28295 個人 千葉

67 小泉 純生 コイズミ ジュンキ SRC 千葉

80 坂口 修平 サカグチ シュウヘイ ACたまがわ 大阪

84 澤野 能文 サワノ ヨシフミ SRC 千葉

107 田代 アハマド タシロ アハマド スポアカ 大阪

131 西尾 圭矢 ニシオ ケイヤ ショウスポ 福井

144 平井 良和 ヒライ ヨシカズ 堺ファインズ 大阪

150 別宮 瑠伊 ベック ルイ 香川パラ陸上 香川

159 眞次 駿英 マツグ タカヒデ 41415 ダイバーシティ 千葉

165 南   智司 ミナミ サトシ 堺ファインズ 大阪

167 村田 隆弥 ムラタ タカヤ 春風クラブ 石川

183 湯口 拓己 ユグチ タクミ 堺ファインズ 大阪



186 吉井 大和 ヨシイ ヤマト スポアカ 大阪

217 三宅 健護 ミヤケ ケンゴ いしかわ特支 石川県枠

221 古田 聖哉 フルタ セイヤ 明和特支 石川県枠

800m 14 岩本 悠佑 イワモト ユウスケ ACたまがわ 大阪

45 烏田 達也 カラスダ タツヤ 十条SC 東京

49 河野 純平 カワノ ジュンペイ 島本PJT 東京

54 北川 一紀 キタガワ カズキ グンゼスポーツ 滋賀

55 北川 健太 キタガワ ケンタ 個人 大阪

65 栗   悠祐 クリ ユウスケ 香川パラ陸上 香川

66 小池 唯斗 コイケ ユイト SRC 千葉

84 澤野 能文 サワノ ヨシフミ SRC 千葉

109 田中   樹 タナカ イツキ 堺ファインズ 大阪

121 中筋 陸駆 ナカスジ リク 和歌山パラAC 和歌山

124 中田 隆暉 ナカタ リュウキ ビオラ 兵庫

126 中村 大輔 ナカムラ ダイスケ 個人 東京

128 中村 勇斗 ナカムラ ユウト 個人 福岡

145 福本 大智 フクモト ダイチ ビオラ 兵庫

149 古谷 翔太 フルヤ ショウタ 静岡パラ陸協 静岡

168 室田 恭平 ムロタ キョウヘイ 個人 富山

174 諸岡   晃 モロオカ コウ 堺ファインズ 大阪

205 中川 大也 ナカガワ ダイヤ 春風クラブ 石川県枠

206 加藤  誠 カトウ マコト 春風クラブ 石川県枠

207 山下 大樹 ヤマシタ ヒロキ 春風クラブ 石川県枠

1500m 12 井上 翔太 イノウエ ショウタ ACたまがわ 大阪

14 岩本 悠佑 イワモト ユウスケ ACたまがわ 大阪

17 大川内   健太 オオカワチ   ケンタ 伊万里特支 佐賀

25 沖元 太一 オキモト タイチ 19678 十条SC 東京

42 加納 大聖 カノウ タイセイ one's 埼玉

54 北川 一紀 キタガワ カズキ グンゼスポーツ 滋賀

55 北川 健太 キタガワ ケンタ 個人 大阪

60 木村 雄哉 キムラ ユウヤ 10869 PERSOL 東京

63 久米 流加 クメ ルカ 香川パラ陸上 香川

65 栗 悠祐 クリ ユウスケ 香川パラ陸上 香川

66 小池 唯斗 コイケ ユイト SRC 千葉

81 坂本 拓己 サカモト タクミ SRC 千葉

109 田中 樹 タナカ イツキ 堺ファインズ 大阪

113 田部   雅人 タナベ   マサト 広島S.A.C 広島

121 中筋 陸駆 ナカスジ リク 和歌山パラAC 和歌山



124 中田 隆暉 ナカタ リュウキ ビオラ 兵庫

126 中村 大輔 ナカムラ ダイスケ 個人 東京

128 中村 勇斗 ナカムラ ユウト 個人 福岡

135 乃村 洋之 ノムラ ヒロユキ 香川パラ陸上 香川

149 古谷 翔太 フルヤ ショウタ 静岡パラ陸上 静岡

157 政田 楓手 マサダ カエデ 香川パラ陸上 香川

168 室田 恭平 ムロタ キョウヘイ 個人 富山

170 森上 載斗 モリガミ タイト 個人 大阪

181 山本 昂城 ヤマモト コウキ 和歌山パラAC 和歌山

202 西村 潤一 ニシムラ ジュンイチ 春風クラブ 石川県枠

204 山口 義貴 ヤマグチ ヨシキ 春風クラブ 石川県枠

214 野村 冴左 ノムラ サスケ いしかわ特支 石川県枠

5000m 23 岡野 大地 オカノ ダイチ 鳥取パラ陸協 鳥取

37 加藤  諒 カトウ リョウ ダイバーシティ 千葉

53 喜多 達也 キタ タツヤ 春風クラブ 石川

60 木村 雄哉 キムラ ユウヤ 10869 PERSOL 東京

63 久米 流加 クメ ルカ 香川パラ陸上 香川

79 酒井 貴勝 サカイ ヨシマサ S・C・A・C 滋賀

81 坂本 拓己 サカモト タクミ SRC 千葉

82 佐々木 玲 ササキ レイ みやぎＴＦＣ 宮城

92 杉本 崇 スギモト タカシ SRC 千葉

112 田中 進太郎 タナカ シンタロウ 堺ファインズ 大阪

135 乃村 洋之 ノムラ ヒロユキ 香川パラ陸上 香川

145 福本 大智 フクモト ダイチ ビオラ 兵庫

202 西村 潤一 ニシムラ ジュンイチ 春風クラブ 石川県枠

203 山村 卓裕 ヤマムラ タカヒロ 春風クラブ 石川県枠

214 野村 冴左 ノムラ サスケ いしかわ特支 石川県枠

走幅跳 11 市川 智也 イチカワ トモヤ KOYOAC 奈良

28 改田 元希 カイダ モトキ 春風クラブ 石川

35 加藤 兵馬 カトウ ヒョウマ ザミール 大阪

89 下田   幸史 シモダ   コウジ 広島SAC 広島

137 ⾧谷川 貴洋 ハセガワ タカヒロ 堺ファインズ 大阪

163 水木 祐介 ミズキ ユウスケ 岐障AC 岐阜

195 宮本   篤 ミヤモト アツシ 七尾特支 石川県枠


