
1 団長 福井　幸夫 ふくい　ゆきお 島根県障害者スポーツ協会 陸・身

2 副団長 平岡　昇 ひらおか　のぼる 島根県障害者スポーツ協会 陸・身

3 岩﨑　正志 いわさき　まさし 島根県障害者スポーツ協会 陸・身

4 樋原　敬士 ひばら　たかし 島根県障害者スポーツ協会 卓・身

5 周藤　祐太 すとう　ゆうた 島根県障害者スポーツ協会 陸・身

6 三神　拓郎 みかみ　たくろう 島根県障害者スポーツ協会 卓・知

7 メディカルスタッフ 石飛　美穂 いしとび　みほ 東部島根医療福祉センター 陸・知

8 監督（総合） 菅原　貴行 すがはら　たかゆき 島根県立出雲養護学校 陸・身

9 監督（身体） 才木　新一 さいき　しんいち 島根県障がい者スポーツ指導者協議会 陸・身

10 監督（知的） 佐々木　康文 ささき　やすふみ 島根県立浜田養護学校 陸・知

11 福島　翔太郎 ふくしま　しょうたろう 島根県立出雲養護学校 陸・知

12 宮﨑　真司 みやざき　まさし 島根県立益田養護学校 陸・知

13 岡田　裕幸 おかだ　ひろゆき 島根県立松江清心養護学校 陸・知

14 小野山　亨宏 おのやま　たかひろ 島根県高等学校教職員組合 陸・知

15 安井　亮 やすい　りょう 島根県障がい者スポーツ指導者協議会 陸・身

16 日野　かおる ひの　かおる 島根県立石見養護学校 陸・知

17 余村　美菜 よむら　みな 島根県立盲学校 陸・身

18 監督 佐藤　幸一 さとう　こういち 一般財団法人島根県水泳連盟 水・身

19 吉長　正滿 よしなが　まさみつ 一般財団法人島根県水泳連盟 水・知

20 西山　祐子 にしやま　ゆうこ 島根県社会福祉協議会 水・身

21 アーチェリー 監督 安田　昭憲 やすだ　あきのり 島根県アーチェリー連盟 AC・身

22 監督 福田　信夫 ふくだ　のぶお 松江市卓球連盟 卓・身

23 細井　利美 ほそい　としみ 島根県障がい者スポーツ指導者協議会 卓・精

24 富田　真人 とみた　まこと 松江市卓球連盟 陸・知

25 安部　裕史 あべ　ひろし 一般社団法人宍道湖西岸森と自然財団 卓・身

26 監督 工藤　直樹 くとう　なおき 島根県障がい者フライングディスク協会 FD・身

27 藤原　富美江 ふじはら　ふみえ 島根県障がい者フライングディスク協会 FD・知

28 川本　力歩 かわもと　りきほ 障害者支援施設　桑の木園 FD・身

29 森山　眞治 もりやま　しんじ 島根県立益田養護学校 FD・知

30 ボウリング 監督 永長　好和 ながたけ　よしかず （所属なし） BW・知

31 コーチ 野津 真一 のづ　しんいち 島根県立隠岐養護学校 BB・知

32 アシスタントコーチ 小川 英史 おがわ　ひでし 太平ビルサービス株式会社 BB・知

33 マネージャー 玉木 実希子 たまき　みきこ 島根県立松江清心養護学校 BB・知

34 トレーナー 安部 さくら あべ　さくら 島根県立江津清和養護学校 BB・知

35 監督 木次　雄作 こつぎ　ゆうさく 島根県立松江養護学校（高等部乃木校舎） SC・知

36 石倉　博貴 いしくら　ひろたか 島根県立松江養護学校（高等部乃木校舎） SC・知

37 岡野　慎二 おかの　しんじ 島根県立浜田高等学校 SC・知

38 トレーナー 星野　孝治 ほしの　こうじ 島根県立出雲養護学校 SC・知
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39 拝上　誠 はいがみ　まこと 陸・身

40 岡　桐生 おか　とうき 陸・身

41 足立　祥史 あだち　よしふみ 陸・身

42 西川　翔 にしかわ　しょう 陸・知

43 山崎　秋穂 やまさき　あきほ 陸・知

44 玉木　颯 たまき　はやて 陸・知

45 金森　百 かなもり　もも 陸・知

46 油谷　拓実 あぶらたに　たくみ 陸・知

47 金築　勇太 かねつき　ゆうた 陸・知

48 坂根　浩隆 さかね　ひろたか 水・身

49 内田　京佑 うちだ　きょうすけ 水・知

50 石川　優子 いしかわ　ゆうこ 水・身

51 アーチェリー 選手 大和　政信 やまと　まさのぶ AC・身

52 安部　睦美 あべ　むつみ 卓・身

53 大石　奏絵 おおいし　かなえ 卓・身

54 中島　優月 なかしま　ゆづき 卓・知

55 仁科　祐二 にしな　ゆうじ 卓・精

56 笹井　由香子 ささい　ゆかこ 卓・精

57 森脇　良治 もりわき　よしはる FD・身

58 原　清志 はら　きよし FD・身

59 小川　裕介 おがわ　ゆうすけ FD・知

60 ボウリング 選手 永長　大地 ながたけ　だいち BW・知

61 岸田　拓也 きしだ　たくや BB・知

62 神庭　拓海 かんば　たくみ BB・知

63 三原　聖輝 みはら　しょうき BB・知

64 智原　俊二 ちはら　しゅんじ BB・知

65 影山　亮 かげやま　りょう BB・知

66 曽田　遥音 そた　はると BB・知

67 小川　史也 おがわ　ふみや BB・知

68 佐藤　滉太 さとう　こうた BB・知

69 土江　陸斗 つちえ　りくと BB・知

70 高田　大雅 たかだ　たいが BB・知

71 角　亘也 すみ　こうや BB・知

72 藤原　拓巳 ふじはら　たくみ BB・知

73 伊藤　俊彦 いとう　としひこ SC・知

74 名原　陽介 なはら　ようすけ SC・知

75 坂田　琉星 さかた　りゅうせい SC・知

76 森口　健人 もりぐち　けんと SC・知

77 立脇　廣人 たてわき　ひろと SC・知

78 山崎　潤哉 やまさき　じゅんや SC・知

79 安達　寛人 あだち　ひろと SC・知

80 松田　明斗 まつだ　あさと SC・知

81 立花　剛 たちばな　つよし SC・知

82 藤江　一裕 ふじえ　かずひろ SC・知

83 藤田　尚也 ふじた　なおや SC・知
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