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№ 競技名 性別 氏名 所属 ゆかり項目 出場種目 成績

1 アーチェリー 男 大山　晃司 警視庁 ②③
男子個人Ｗ１

混合チームＷ１
６位
６位

2 アーチェリー 男 長谷川　貴大 日本テレビ放送網株式会社 ①②③

3 アーチェリー 男 宮本　リオン 株式会社テー・オー・ダブリュー ③
男子個人コンパウンドオープン

混合チームコンパウンドオープン
９位
９位

4 陸上競技 男 鈴木　朋樹 トヨタ自動車株式会社 ②③

男子１５００ｍＴ５４
男子８００ｍＴ５４

４×１００ｍユニバーサルリレー
男子マラソンＴ５４

９位
予選敗退（全体１２位）

銅メダル
７位

5 陸上競技 男 樋口　政幸 プーマジャパン株式会社 ①②
男子５０００ｍＴ５４
男子１５００ｍＴ５４

８位
予選敗退（全体１４位）

6 陸上競技 男 岩田　悠希 Ｏne's Para Athlete Club ①②③ 男子１５００ｍＴ２０ ８位

7 陸上競技 男 山﨑　晃裕 順天堂大学（職員） ① 男子やり投げＦ４６ ７位

8 陸上競技 男 松本　武尊 AC・KITA ②③
男子４００ｍＴ３６
男子１００ｍＴ３６

７位
予選敗退（全体１０位）

9 バドミントン 男 村山　浩 ＳＭＢＣグリーンサービス株式会社 ①②③
男子シングルスＷＨ１

男子ダブルスＷＨ１-ＷＨ２
４位

銅メダル

10 バドミントン 女 里見　紗李奈 ＮＴＴ都市開発株式会社 ①②③
女子シングルスＷＨ１

女子ダブルスＷＨ１-ＷＨ２
金メダル
金メダル

11 バドミントン 男 長島　　理 株式会社LIXIL ② 男子シングルスＷＨ１ ５位

12 バドミントン 女 杉野　明子 ヤフー株式会社 ①②③
女子シングルスＳＵ５

混合ダブルスＳＬ３-ＳＵ５
銅メダル
銅メダル

13 ボッチャ 男 廣瀨　隆喜 西尾レントオール株式会社 ①②③
混合個人ＢＣ２

混合チームＢＣ１/ＢＣ２
予選リーグ敗退（全体１２位）

銅メダル

14 ボッチャ 男 高橋　和樹 株式会社フォーバル ②
混合個人ＢＣ３
混合ペアＢＣ３

予選リーグ敗退（全体１０位）
銀メダル

15 馬術 男 高嶋　活士 ドレッサージュ・ステーブル・テルイ ②③
個人グレードⅣ
団体グレードⅣ

１４位
１５位

16 馬術 男 吉越　奏詞 アスール乗馬クラブ ①※ 個人グレードⅡ １０位

17 5人制サッカー 男 佐々木　康裕 ファンタス千葉SSC　松戸ウォーリアーズ ①②③ － ５位

18 ゴールボール 男 佐野　優人 順天堂大学 ① 男子 ５位

19 柔道 女 小川　和紗 株式会社オー・エル・エム ①②③ 女子７０ｋｇ級 銅メダル

20 パワーリフティング 男 宇城　元 順天堂大学（職員） ① 男子７２ｋｇ級 ６位

21 水泳 男 鈴木　孝幸 株式会社ゴールドウイン ①

男子５０ｍ平泳ぎＳＢ３
男子１００ｍ自由形Ｓ４

男子１５０ｍ個人メドレーＳＭ４
男子２００ｍ自由形Ｓ４
男子５０ｍ自由形Ｓ４

銅メダル
金メダル
銅メダル
銀メダル
銀メダル

22 水泳 男 窪田　幸太 日本体育大学 ①②③
男子１００ｍ自由形Ｓ８
男子１００ｍ背泳ぎＳ８

男子４×１００ｍ３４ポイントメドレーリレー

予選敗退（全体１６位）
５位
８位

23 水泳 男 荻原　虎太郎 セントラルスポーツ ①②③

男子１００ｍ自由形Ｓ８
男子２００ｍ個人メドレーＳＭ８

男子１００ｍバタフライＳ８
男子４×１００ｍ３４ポイントメドレーリレー

予選敗退（全体１３位）
予選敗退（全体１１位）
予選敗退（全体１２位）

８位

24 水泳 女 　彩野 三菱商事株式会社 ②

女子４００ｍ自由形Ｓ１３
女子５０ｍ自由形Ｓ１３

混合４×１００ｍ４９ポイントフリーリレー
女子１００ｍ平泳ぎＳＢ１３

８位
７位
５位

予選敗退（全体１０位）

25 水泳 男 中島　啓智 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 ①②
男子１００ｍバタフライＳ１４
男子２００ｍ自由形Ｓ１４

男子２００ｍ個人メドレーＳＭ１４

予選敗退（全体１５位）
予選敗退（全体１５位）
予選敗退（全体１８位）

26 卓球 男 竹守　彪 ＴＯＭＡＸ ①②③ 男子シングルスＣ１１ ５位

27 卓球 女 竹内　望 株式会社　エントリー ①②③
女子シングルスＣ１０
女子団体Ｃ９-Ｃ１０

予選リーグ敗退
５位

28 トライアスロン 女 秦　由加子 キャノンマーケティングジャパン・マーズフラッグ・ブリヂストン ①②③ 女子ＰＴＳ２ ６位

29 シッティングバレーボール 女 長田　まみ子 東京プラネッツ女組 ②③ 女子 ８位

30 シッティングバレーボール 男 加藤　昌彦 千葉パイレーツ ①②③

31 シッティングバレーボール 男 田澤　　隼 千葉パイレーツ ①

32 シッティングバレーボール 男 皆川　鉄雄 千葉パイレーツ ①

33 車いすバスケットボール 男 香西　宏昭 NO　EXCUSE ①②③

34 車いすバスケットボール 男 川原　　凜 株式会社ローソン ①②

35 車いすバスケットボール 男 鳥海　連志 パラ神奈川SC ①※

36 車いすフェンシング 女 松本　美恵子 都立多摩総合医療センター ②
女子エペ個人Ａ
女子エペ団体

女子フルーレ個人Ａ

予選リーグ敗退（全体１６位）
棄権

予選リーグ敗退（全体１７位）

37 車いすラグビー 男 今井　友明 三菱商事株式会社 ①②③

38 車いすラグビー 男 羽賀　理之 ペプチドリーム株式会社 ①②③

39 車いすラグビー 男 池崎　大輔 三菱商事株式会社 ①

40 車いすテニス 男 国枝　慎吾 株式会社ユニクロ ①②③
男子シングルス
男子ダブルス

金メダル
４位

41 車いすテニス 男 荒井　大輔 BNPパリバ証券株式会社 ①②
男子シングルス
男子ダブルス

２回戦敗退（１７位）
２回戦敗退（９位）

　千葉県ゆかりの項目

①千葉県に在住、在校、在勤又は千葉県に所属チームがある選手(※過去に強化指定を行った選手を含む)

②千葉県の小学校・中学校・高等学校・大学等のいずれかを卒業した選手

③千葉県生まれの選手

混合 銅メダル

参考：ＪＰＣ（日本パラリンピック委員会）発表

千葉県ゆかりのパラリンピック選手　結果一覧

出場辞退

男子 ８位

男子 銀メダル


