
令和3（2021）年度 第22回全国障害者スポーツ大会
栃木県強化指定選手（アスリートゴールドリーダー）　一覧

No. 競 技 氏 名 ふりがな No. 競 技 氏 名 ふりがな

1 陸上競技 矢島　一美 やじま　かずみ 51 水泳 池田　廉心 いけだ　れんしん

2 陸上競技 数度　美幸 すうど　よしゆき 52 水泳 石坂　梨紗 いしざか　りさ

3 陸上競技 奈良田　栄一 ならた　えいいち 53 水泳 安藤　竜樹 あんどう　りゅうき

4 陸上競技 加藤　凜香 かとう　りんか 54 水泳 原田　慎之助 はらだ　しんのすけ

5 陸上競技 吉田　哲朗 よしだ　てつろう 55 水泳 澤田　暖 さわだ　はる

6 陸上競技 加治佐　博昭 かじさ　ひろあき 56 アーチェリー 鴇田　将之 ときた　まさゆき

7 陸上競技 石井　詠起　 いしい　えいき 57 アーチェリー 堀江　麻衣 ほりえ　まい

8 陸上競技 仲井　真大 なかい　まひろ 58 卓球 藤沼　貴大 ふじぬま　たかひろ

9 陸上競技 伊沢　久雄 いざわ　ひさお 59 卓球 松岡　一徳 まつおか　かずのり

10 陸上競技 市田　敬一 いちだ　けいいち 60 卓球 栗田　香 くりた　かおり

11 陸上競技 神山　賢太郎 かみやま　けんたろう 61 卓球 吉田　克夫 よしだ　かつお

12 陸上競技 清水　あろあ しみず　あろあ 62 卓球 田野倉　祥子 たのくら　さちこ

13 陸上競技 浅野　俊也 あさの　としや 63 卓球 飯島　隆斗 いいじま　りゅうと

14 陸上競技 原　恵美 はら　えみ 64 卓球 薄井　えりか うすい　えりか

15 陸上競技 日野　花音 ひの　かのん 65 卓球 櫻井　伸彬 さくらい　のぶあき

16 陸上競技 松下　裕哉 まつした　ゆうや 66 卓球 天野　涼大 あまの　りょうた

17 陸上競技 飯田　佑介 いいだ　ゆうすけ 67 卓球 石塚　優子 いしづか　ゆうこ

18 陸上競技 中川　壮気 なかがわ　まさき 68 卓球 葭葉　真寿海 よしば　ますみ

19 陸上競技 杉本　汐夢 すぎもと　しおん 69 卓球 酒井　恒夫 さかい　つねお

20 陸上競技 樋山　達也 ひやま　たつや 70 卓球 森　義夫 もり　よしお

21 陸上競技 奥山　春奈 おくやま　はるな 71 卓球(STT) 坂田　英樹 さかた　ひでき

22 陸上競技 加藤　公美 かとう　くみ 72 フライングディスク 白川　博子 しらかわ　ひろこ

23 陸上競技 臼井　悠斗 うすい　ゆうと 73 フライングディスク 古口　正文 こぐち　まさぶみ

24 陸上競技 小森谷　秀幸 こもりや　ひでゆき 74 フライングディスク 坂本　邦雄 さかもと　くにお

25 陸上競技 古川　なつみ ふるかわ　なつみ 75 フライングディスク 日向野　修 ひがの　おさむ

26 陸上競技 水沼　勇平 みずぬま　ゆうへい 76 フライングディスク 山田　利男 やまだ　としお

27 陸上競技 水沼　幹行 みずぬま　よしゆき 77 フライングディスク 矢野　美津子 やの　みつこ

28 陸上競技 永藤　魁晟 ながふじ　かいせい 78 フライングディスク 石川　元胤 いしかわ　もとなか

29 陸上競技 澤田　陽南 さわだ　ひな 79 フライングディスク 小塙　聖河 こばなわ　せいが

30 陸上競技 関　潤一 せき　じゅんいち 80 フライングディスク 上野　哲史 うえの　さとし

31 陸上競技 半田　涼介 はんだ　りょうすけ 81 フライングディスク 藤沼　脩平 ふじぬま　しゅうへい

32 陸上競技 関根　圭輔 せきね　けいすけ 82 フライングディスク 森　純也 もり　じゅんや

33 陸上競技 長谷川　菜々美 はせがわ　ななみ 83 フライングディスク 斉藤　啓維 さいとう　けいすけ

34 陸上競技 大島　康誠 おおしま　こうせい 84 フライングディスク 齋藤　太一 さいとう　たいち

35 陸上競技 木村　勇翔 きむら　ゆうと 85 フライングディスク 星野　桃也 ほしの　ももや

36 陸上競技 永島　大洋 ながしま　たいよう 86 フライングディスク 伊藤　心陸 いとう　もとたか

37 陸上競技 穂積　正江 ほづみ　まさえ 87 フライングディスク 林　桃香 はやし　ももか

38 陸上競技 宮城　奈央 みやぎ　なお 88 ボウリング 町田　靖晃 まちだ　やすあき

39 陸上競技 川中子　響 かわなご　ひびき 89 ボウリング 真山　尚美 まやま　なおみ

40 陸上競技 佐野　聖 さの　ひじり 90 ボウリング 宮本　恵 みやもと　めぐみ

41 陸上競技 藤田　翼 ふじた　つばさ 91 ボウリング 竹村　圭介 たけむら　けいすけ

42 水泳 齋藤　一法 さいとう　かずのり 92 ボウリング 山本　大達 やまもと　だいたつ

43 水泳 落合　有佳利 おちあい　ゆかり 93 ボウリング 薄井　長一 うすい　ちょういち

44 水泳 吉原　未来 よしはら　みき 94 ボウリング 中村　希空 なかむら　きらら

45 水泳 小室　元気 こむろ　げんき 95 ボウリング 矢板　祐介 やいた　ゆうすけ

46 水泳 喜井　寛 きい　ひろし 96 ボウリング 今井　重忠 いまい　しげただ

47 水泳 斎藤　靖 さいとう　やすし 97 ボッチャ 大山　智子 おおやま　のりこ

48 水泳 中村　光章 なかむら　こうしょう 98 ボッチャ 関　尚央 せき　ひさお

49 水泳 植竹　海晴 うえたけ　かいせい 99 ボッチャ 増子　亮 ますこ　りょう

50 水泳 佐藤　洸介 さとう　こうすけ 100 ボッチャ 峯岸　裕之 みねぎし　ひろゆき

１　個人競技



令和3（2021）年度 第22回全国障害者スポーツ大会
栃木県強化指定選手（アスリートゴールドリーダー）　一覧

№ 氏　名 ふりがな № 氏　名 ふりがな

1 市村　俊太 いちむら　しゅんた 1 大平　史代 おおひら　ふみよ

2 坂巻　剛士 さかまき　つよし 2 柴田　美優 しばた　みう

3 吉沢　拓也 よしざわ　たくや 3 石田　雪乃 いしだ　ゆきの

4 松島　亘亨 まつしま　のぶゆき 4 葉山　晴夏 はやま　はるか

5 中村　俊介 なかむら　しゅんすけ 5 安齋　柚香 あんざい　ゆずか

6 小林　亨 こばやし　きょう 6 鈴木　和 すずき　なごみ

7 武田　幸基 たけだ　こうき 7 半田　結美 はんだ　ゆみ

8 関　瞬平 せき　しゅんぺい 8 櫻井　あやめ さくらい　あやめ

9 染宮　光瑠 そめみや　ひかる

10 矢野　莉緒 やの　りお

11 浅田　蓮 あさだ　れん

12 渡邉　晴矢 わたなべ　はるや

13 川島　寛斗 かわしま　ひろと

14 菅沼　泰希 すがぬま　たいき

No. 氏　名 ふりがな No. 氏　名 ふりがな

1 三村　龍 みむら　りゅう 1 星野　裕菜 ほしの　ゆな

2 二階堂　敬 にかいどう　けい 2 寺田　雄太 てらだ　ゆうた

3 永島　幸介 ながしま　こうすけ 3 中山　寿弥 なかやま　としや

4 大森　亜紀子 おおもり　あきこ 4 石河　忠一 いしかわ　ただいち

5 有田　一也 ありた　かずや 5 阿久津　良平 あくつ　りょうへい

6 増渕　倫巳 ますぶち　ともみ 6 遠藤　愁 えんどう　しゅう

7 大関　秀樹 おおぜき　ひでき 7 平間　裕一 ひらま　ゆういち

8 大貫　章裕 おおぬき　あきひろ 8 松本　和秀 まつもと　かずひで

9 間下　裕基 ましも　ゆうき 9 川上　修一 かわかみ　しゅういち

10 高松　義伸 たかまつ　よしのぶ 10 小林　和弥 こばやし　かずや

11 小島　隆哉 こじま　りゅうや 11 三村　澄夫 みむら　すみお

12 後藤　章 ごとう　あきら

13 小川　直希 おがわ　なおき

14 篠﨑　良太 しのざき　りょうた

15 阿嶋　翔太 あじま　しょうた

16 下野　直美 しもの　なおみ

17 岩立　康希 いわたて　こうき

18 松本　優輝 まつもと　ゆうき

２　団体競技

＜バスケットボール（女子）　8名＞

＜ソフトボール　18名＞

＜バスケットボール（男子）　14名＞

＜車いすバスケットボール　11名＞



令和3（2021）年度 第22回全国障害者スポーツ大会
栃木県強化指定選手（アスリートゴールドリーダー）　一覧

№ 名　前 ふりがな No. 氏　名 ふりがな

1 落合　明 おちあい　あきら 1 富田　京介 とみた　きょうすけ

2 尾引　建一 おびき　けんいち 2 河原　正幸 かわはら　まさゆき

3 塩澤　悠貴 しおざわ　ゆうき 3 伊藤　功 いとう　いさお

4 関矢　誠 せきや　まこと 4 須山　孝一郎 すやま　こういちろう

5 内田　房男 うちだ　ふさお 5 伴瀬　光成 ばんせ　みつなり

6 山川　典利 やまかわ　みちとし 6 大森　利男 おおもり　としお

7 山田　敬一 やまだ　けいいち 7 島田　千亜希 しまだ　ちあき

8 山野上　将 やまのうえ　まさし 8 小林　一樹 こばやし　かずき

9 金子　稔 かねこ　みのる 9 茂田　翼 もた　つばさ

10 岩池　優希 いわいけ　ゆうき 10 角田　麻里江 かくた　まりえ

11 木下　歩 きのした　あゆむ 11 宮坂　雅洋 みやさか　まさひろ

12 田部井　貴詩 たべい　たかし 12 塚原　美紀 つかはら　みき

13 斉藤　昌之 さいとう　まさゆき 13 中道　悠 なかみち　はるか

14 芳賀　崇弥 はが　たかや

15 曽根　健司 そね　けんじ

16 星　海空 ほし　のあ

17 田名網　博 たなあみ　ひろし

No. 氏　名 ふりがな ##### No. 氏　名 ふりがな

1 鎌田　英治 かまた　えいじ 1 牧野　千恵子 まきの　ちえこ

2 大澤　洋 おおさわ　ひろし 2 小倉　祐里 おぐら　ゆり

3 森田　稔 もりた　みのる 3 安田　楓 やすだ　かえで

4 若原　正享 わかはら　まさゆき 4 石田　さつき いしだ　さつき

5 星野　幹志 ほしの　かんじ 5 関谷　涼香 せきや　すずか

6 人見　峻宣 ひとみ　たかのり 6 横山　奈々絵 よこやま　ななえ

7 横山　真也 よこやま　しんや 7 井川　琴美 いかわ　ことみ

8 橋本　圭佑 はしもと　けいすけ 8 柏崎　柚季 かしわざき　ゆずき

9 佐藤　伸 さとう　しん 9 大谷津　敏子 おおやつ　としこ

10 石井　金男 いしい　かねお

11 安孫子　貞治 あびこ　さだはる

12 大豆生田　隼輝 おおまめうだ　としき

＜バレーボール（精神）　13名＞

＜バレーボール（聴覚・女子）　9名＞＜バレーボール（聴覚・男子）　12名＞

＜グランドソフトボール　17名＞



令和3（2021）年度 第22回全国障害者スポーツ大会
栃木県強化指定選手（アスリートゴールドリーダー）　一覧

No. 氏　名 ふりがな No. 氏　名 ふりがな

1 毛塚　優斗 けづか　ゆうと 1 土屋　絵里 つちや　えり

2 高田　龍希 たかだ　りょうま 2 関口　笑菜 せきぐち　えみな

3 猪股　祐麻 いのまた　ゆうま 3 簗島　美優 やなしま　みゆう

4 荒井　凛音 あらい　りおん 4 長　愛姫 ちょう　まなき

5 夏葉　優咲 なつば　ゆうさく 5 佐々木　加奈 ささき　かな

6 佐々木　虎貴 ささき　こうき 6 北條　菜花 ほうじょう　ななか

7 齋藤　聖虎 さいとう　しょうま 7 廣田　麗 ひろた　うらら

8 秋山　裕昭 あきやま　ひろあき 8 竹田　春夏 たけだ　はるか

9 芳澤　大介 よしざわ　だいすけ 9 仁科　彩音 にしな　あやね

10 阿部　冬馬 あべ　とうま 10 八木澤　初世華 やぎさわ　そよか

11 長木　大和 ながき　やまと 11 人見　蒼来 ひとみ　そら

12 小熊 瞬 こぐま　しゅん 12 大塚　美奈 おおつか　みな

13 入江　滉勇 いりえ　こうゆう 13 髙橋　愛里 たかはし　あいり

14 永井　瑞穂 ながい　みずほ

№ 名　前 ふりがな No. 氏　名 ふりがな

1 髙木　翔 たかぎ　しょう 1 相馬　尚矢 そうま　なおや

2 成田　一史 なりた　ひとし 2 厚木　達也 あつぎ　たつや

3 小倉　優希 おぐら　ゆうき 3 本島　兵伍 もとじま　ひょうご

4 モモハラアサトフェルナンド ももはらあさとふぇるなんど 4 塩田　藍樹 しおた　あいき

5 若林　海斗 わかばやし　かいと 5 深津　冴又斗 ふかづ　さやと

6 布目　夕夢 ぬのめ　ゆうむ 6 益子　直人 ましこ　なおと

7 齋藤　颯太 さいとう　そうた 7 青山　豊和 あおやま　とよかず

8 岡　哲平 おか　てっぺい 8 阿見　裕也 あみ　ゆうや

9 竹原　紫温 たけはら　しおん 9 菊地　優貴 きくち　ゆうき

10 橋本　英和 はしもと　ひでかず 10 室井　史也 むろい　ふみや

11 笹沼　亮利 ささぬま　あきとし 11 須田　光瑠 すだ　ひかる

12 工藤　彩華 くどう　あやか 12 五月女　琢矢 そうとめ　たくや

13 阿部　和也 あべ　かずや 13 小林　直矢 こばやし　なおや

14 中川　満史 なかがわ　みつひと 14 大関　瞬 おおぜき　しゅん

15 田代　龍二 たしろ　りゅうじ 15 神戸　渉 かんべ　わたる

16 髙橋　晴哉 たかはし　はるや

17 原田　峻輔 はらだ　しゅんすけ

18 中嶋　達也 なかじま　たつや

19 飯嶋　正勝 いいじま　まさかつ

20 中野　竜太 なかの　りゅうた

21 照山　優汰 てるやま　ゆうた

22 林　達也 はやし　たつや

＜フットベースボール　15名＞

＜バレーボール（知的・女子）　14名＞＜バレーボール（知的・男子）　13名＞

＜サッカー　22名＞


