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       第11回ワールドゲームズ 日本代表選手一覧  （アメリカ・バーミングハム市 7/7～17）     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2022.06.15 名簿更新  日本ワールドゲームズ協会 （JWGA） 

 
 

 

♯ 区分 競技 種目 選手名 フリガナ 性別 年齢 所属 出身地 最近の主な成績/経歴 出場回数 TWG2017成績

1 1 エアースポーツ ドローンレース 上関 風雅 カミゼキ フウガ M 14 JAPRADAR 埼玉県 JAPAN DRONE LEAGUE 2021 年間総合優勝 初

2 2 エアースポーツ ドローンレース 齋藤 三佳 サイトウ ミカ F 27 GLAiT 福岡県 Japan Drone League 2021 Round4 Expert 優勝 初

3 公式 2 1 アーチェリー フィールド・リカーブ 大貫 渉 オオヌキ ワタル M 28 サガミ 神奈川県 全日本選手権大会　優勝（2022） 2回目 銅メダル

4 1 ビリヤード プール 平口 結貴 ヒラグチ ユウキ F 24 日本プロポケットビリヤード連盟 北海道 ジャパンオープン 優勝（2016） 初

5 2 ビリヤード キャロム 船木 耕司 フナキ コウジ M 51 日本プロビリヤード連盟 宮城県 全日本スリークッション選手権　優勝（2021） 初

6 1 カヌー カヌーマラソンK1 Gyokos Lajos ギョコス ラヨッシュ M 42 土佐町 ハンガリー 全日本選手権大会　優勝 初

7 2 カヌー カヌーマラソンWK1 渡邉 えみ里 ワタナベ エミリ F 25 日本スポーツ振興センター 山梨県 全日本選手権大会　優勝 初

8 1 ダンススポーツ スタンダード 大西 咲菜 オオニシ サキナ F 20 富山県 全日本選手権10ダンス 優勝（2022） 初

9 2 ダンススポーツ スタンダード 大西 大晶 オオニシ ヒロアキ M 23 富山県 全日本選手権10ダンス 優勝（2022） 初

10 3 ダンススポーツ ブレイキン 半井 重幸 ナカライ シゲユキ M 20 大阪府 Dance Alive Hero’s 2022-Breaking solo 優勝 初

11 4 ダンススポーツ ブレイキン 福島 あゆみ フクシマ アユミ F 39 京都府 JDSFbreaking bgirl 優勝 初

12 5 ダンススポーツ ブレイキン 湯浅 亜実 ユアサ アミ F 23 埼玉県 全日本選手権 準優勝（2022） 初

13 1 フライングディスク アルティメット 浅田 一輝 アサダ カズキ M 28 大阪スピリッツ 大阪府 全日本選手権大会 オープン部門 4位 初

14 2 フライングディスク アルティメット 荒川 太陽 アラカワ タイヨウ M 32 文化シヤッターBuzzBullets 愛知県 全日本選手権大会 オープン部門 優勝 初

15 3 フライングディスク アルティメット 稲村 知子 イナムラ トモコ F 32 壱 大阪府 全日本選手権大会 ウィメン部門 5位 2回目 5位

16 4 フライングディスク アルティメット 今西 叶莉 イマニシ カナリ F 23 MUD 兵庫県 全日本選手権大会 ウィメン部門 準優勝 初

17 5 フライングディスク アルティメット 奥村 陽平 オクムラ ヨウヘイ M 24 文化シヤッターBuzzBullets 愛知県 全日本選手権大会 オープン部門 優勝 初

18 6 フライングディスク アルティメット 樫野 優子 カシノ ユウコ F 32 MUD 広島県 全日本選手権大会 ウィメン部門 準優勝 2回目 5位

19 7 フライングディスク アルティメット 北尾 宗章 キタオ ヒロアキ M 24 大阪スピリッツ 大阪府 全日本選手権大会 オープン部門 4位 初

20 8 フライングディスク アルティメット 芝 圭一郎 シバ ケイイチロウ M 34 文化シヤッターBuzzBullets 和歌山県 全日本選手権大会 オープン部門 優勝 2回目

21 9 フライングディスク アルティメット 高田 舞雪加 タカダ マユカ F 22 MUD 埼玉県 全日本大学選手権大会 ウィメン部門 3位 初

22 10 フライングディスク アルティメット 田島 美和 タジマ ミワ F 25 東京マーベリックス 神奈川県 全日本選手権大会 ウィメン部門 3位 初

23 11 フライングディスク アルティメット 中山 侑香 ナカヤマ ユウカ F 24 ratolowlezz 佐賀県 初

24 12 フライングディスク アルティメット 野口 可奈 ノグチ カナ F 30 HUCK 東京都 全日本ミックスアルティメット選手権大会 優勝 2回目 5位

25 13 フライングディスク アルティメット 本名 拓 ホンナ タク M 30 Nomadic Tribe 福島県 全日本選手権大会 オープン部門 3位 2回目 5位

26 14 フライングディスク アルティメット 松野 政宏 マツノ マサヒロ M 38 文化シヤッターBuzzBullets 大阪府 全日本選手権大会 オープン部門 優勝 3回目

27 15 フライングディスク アルティメット 村岡 彰文 ムラオカ アキフミ M 28 Technicolor 埼玉県 全日本選手権大会 オープン部門 5位 初

28 16 フライングディスク アルティメット 吉田 楓 ヨシダ カエデ F 26 東京マーベリックス 東京都 全日本選手権大会 ウィメン部門 3位 初

29 1 体操 パルクール 泉 ひかり イズミ  ヒカリ F 26 TOKIOインカラミ 大阪府 ビーチゲームズ スピード 5位（2019） 初

30 2 体操 パルクール 勝乗 志音 カツノリ シオン M 22 MISSION広島 広島県 パルクール日本選手権 スピード 優勝（2021） 初

31 3 体操 新体操・個人競技 鈴木 菜巴 スズキ ナルハ F 17 アリシエ兵庫 兵庫県 全日本新体操選手権 3位 初

32 4 体操 新体操・個人競技 田口 久乃 タグチ ヒサノ F 15 安達新体操クラブ 千葉県 新体操日本代表選考会 4位（2022） 初

33 5 体操 タンブリング 北折 愛里 キタオリ アイリ F 19 順天堂大学 愛知県 全日本選手権大会 優勝 初

34 6 体操 タンブリング 又吉 健斗 マタヨシ ケント M 21 静岡産業大学クラブ 沖縄県 全日本選手権大会 優勝 初

35 7 体操 ダブルミニトランポリン 谷口 遼平 タニグチ リョウヘイ M 27 たにぐちりょうへいトランポリンクラブ 静岡県 全日本年齢別選手権大会 優勝 初

36 1 空手 女子個人形 大野 ひかる オオノ ヒカル F 29 大分市消防局 大分県 世界選手権大会 準優勝 初

37 2 空手（6/10追加） 男子組手67㎏級 中野 壮一朗 ナカノ ソウイチロウ M 24 イー・ギャランティ 京都府 世界空手道選手権大会 3位 初

38 3 空手 女子組手50kg級 宮原 美穂 ミヤハラ ミホ F 25 帝京大学 福岡県 世界選手権大会 優勝 2回目 準優勝

39 4 空手 男子個人形 本 一将 モト カズマサ M 26 エージーピー 千葉県 プレミアリーグ・ラバト2022 優勝（個人形） 初

40 1 ラクロス（女子） 井田 ほのか イダ ホノカ F 22 MISTRAL 京都府 U19（2019） 初

41 2 ラクロス（女子） 井上 果歩 イノウエ カホ F 26 MISTRAL 茨城県 ワールドゲームズ（2017） 2回目 5位

42 3 ラクロス（女子） 岩田 菜央美 イワタ ナオミ F 26 MISTRAL 神奈川県 ワールドゲームズ（2017） 2回目

43 4 ラクロス（女子） 河合 寧々 カワイ ネネ F 20 学習院大学 東京都 初

44 5 ラクロス（女子） 小瀬 かなえ コゼ カナエ F 22 MISTRAL 東京都 U19（2019） 初

45 6 ラクロス（女子） 小林 遥佳 コバヤシ ハルカ F 23 NeO 京都府 初

46 7 ラクロス（女子） 竹本 萌優 タケモト モユ F 25 NLC SCHERZO 京都府 ワールドゲームズ（2017） 2回目 5位

47 8 ラクロス（女子） 田中 希実 タナカ ノゾミ F 26 MISTRAL 埼玉県 ワールドゲームズ（2017） 2回目 5位

48 9 ラクロス（女子） 富田 真世 トミタ マヨ F 33 NLC SCHERZO 福岡県 2017年フル 初

49 10 ラクロス（女子） 冨森 美帆 トミモリ ミホ F 21 東海大学 神奈川県 U19（2019） 初

50 11 ラクロス（女子） 中澤 ねがい ナカザワ ネガイ F 18 神奈川県 U19（2019） 初

51 12 ラクロス（女子） 藤村 麻伊 フジムラ マイ F 21 明治大学 神奈川県 初

52 1 ライフセービング 安藤 秀 アンドウ スグル M 31 Vikings 大阪府 100mレスキューメドレー 日本記録保持 2回目 障害物リレー1位

53 2 ライフセービング 板場 貴大 イタバ タカヒロ M 21 早稲田ライフセービングクラブ 東京都 50mマネキンキャリー 準優勝（2021） 初

54 3 ライフセービング 伊藤 若菜 イトウ ワカナ F 23 和田浦ライフセービングクラブ 東京都 100ｍレスキューメドレー 優勝（2020） 初

55 4 ライフセービング 髙須 快晴 タカス ヨシハル M 21 鹿嶋ライフガードチーム 神奈川県 50mマネキンキャリー 2位 初

56 5 ライフセービング 名須川 紗綾 ナスカワ サアヤ F 30 茅ヶ崎サーフライフセービングクラブ 神奈川県 100mマネキントウウィズフィン 優勝（2021）

57 6 ライフセービング 西山 俊 ニシヤマ シュン M 33 湯河原ライフセービングクラブ 神奈川県 50mマネキンキャリー 優勝 2回目 障害物リレー1位

58 7 ライフセービング 平井 葉子 ヒライ ハコ F 21 九十九里ライフセービングクラブ 神奈川県 200m障害物スイム 優勝（2021） 初

59 8 ライフセービング 平野 修也 ヒラノ ナオヤ M 36 山形ライフセービングクラブ 東京都 50mマネキンキャリー 5位 ２回目 障害物リレー1位

60 9 ライフセービング 八木 愛海 ヤギ マナミ F 22 鴨川ライフセービングクラブ 東京都 50mマネキンキャリー 優勝（2021） 初

61 10 ライフセービング 山岸 夢 ヤマギシ ノゾミ F 24 鹿嶋ライフガードチーム 東京都 4×50m障害リレー優勝（2022） 初

62 1 パワーリフティング 佐竹 優典 サタケ ユウスケ M 26 TXP 東京都 世界選手権大会 4位（2021） 初

63 2 パワーリフティング 鈴木 豪 スズキ ゴウ M 27 TXP 神奈川県 世界選手権大会 6位（2021） 初

64 3 パワーリフティング 福島 友佳子 フクシ マユカコ F 52 パワーハウス赤穂 兵庫県 世界選手権大会 優勝（2021） 6回目 2位

65 1 ソフトボール 我妻 悠香 アガツマ ハルカ F 27 ビックカメラ高崎 埼玉県 東京2020 金（2021） 初

66 2 ソフトボール 石川 恭子 イシカワ キョウコ F 26 トヨタ自動車 東京都 アジア大会 金（2018） 初

67 3 ソフトボール 市口 侑果 イチグチ ユカ F 30 ビックカメラ高崎 大阪府 東京2020 金（2021） 初

68 4 ソフトボール 勝股 美咲 カツマタ ミサキ F 22 ビックカメラ高崎 岐阜県 世界選手権 銀（2018） 初

69 5 ソフトボール 川畑 瞳 カワバタ ヒトミ F 26 デンソー 鹿児島県 東京2020 金（2021） 初

70 6 ソフトボール 切石 結女 キリイシ ユメ F 22 トヨタ自動車 千葉県 初

71 7 ソフトボール 工藤 環奈 クドウ カンナ F 23 ビックカメラ高崎 青森県 初

72 8 ソフトボール 後藤 希友 ゴトウ ミウ F 21 トヨタ自動車 愛知県 東京2020 金（2021） 初

73 9 ソフトボール 坂本 結愛 サカモト ユイ F 26 日立 神奈川県 U19 世界選手権 銀（2015） 初

74 10 ソフトボール 内藤 実穂 ナイトウ ミノリ F 28 ビックカメラ高崎 大阪府 東京2020 金（2021） 初

75 11 ソフトボール 中川 彩音 ナカガワ アヤネ F 23 豊田自動織機 大阪府 初

76 12 ソフトボール 原田 のどか ハラダ ノドカ F 30 太陽誘電 岡山県 東京2020 金（2021） 初

77 13 ソフトボール 藤田 倭 フジタ ヤマト F 31 ビックカメラ高崎 長崎県 東京2020 金（2021） 初

78 14 ソフトボール 藤本 麗 フジモト ウララ F 23 ビックカメラ高崎 広島県 U19 世界選手権 銀（2017） 初

79 15 ソフトボール 三輪 さくら ミワ サクラ F 23 トヨタ自動車 愛知県 U19 世界選手権 銀（2017） 初

公式 1

公式 3

公式 4

公式 5

公式 6

公式 7

公式 9

公式 10

公式 11

公式 12

公式 8
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2022.06.15 名簿更新  日本ワールドゲームズ協会 （JWGA） 

 

■年齢：2022 年 7 月 7 日（大会初日）時点 

■日本からの参加選手：22 競技 142 名（公式 17 競技：105 名、公開 4 競技：34 名、デモンストレーション 1 競技：3 名） 

■競技数：公式 30 競技、公開 5 競技 

■参加国・参加選手数：110 カ国・地域、3,600 名（予定） 

＊本リリース（名簿）は JWGA ウエブサイトでもご覧いただけます。（文字が小さく読み辛い場合はウエブサイトにてご確認ください。） 

＊本名簿情報は変更箇所等があり次第、適宜更新します。（JWGA ウエブサイト「バーミングハム大会」にて公開いたします。） 

＊監督・コーチの情報、選手の顔写真入りの名簿は 6/21 の記者発表・壮行会以降、JWGA ウエブサイトにて公開いたします。 

＊大会期間中の日本選手の成績や活躍の模様は JWGA ウエブサイトで公開いたします。 

＊大会期間中の各競技のハイライトは Olympic-Channel で視聴可能の予定です。https://olympics.com/de/olympic-channel 

＊選手情報や取材等に関するお問い合わせは、各競技団体（NF：日本協会/連盟）にお願いいたします。 

♯ 区分 競技 種目 選手名 フリガナ 性別 年齢 所属 出身地 最近の主な成績/経歴 出場回数 TWG2017成績

80 1 スポーツクライミング リード 阿部 桃子 アベ モモコ F 19 相模女子大学 神奈川県 ワールドカップ（L）ヴィラール 4位（2021） 初

81 2 スポーツクライミング ボルダリング 緒方 良行 オガタ ヨシユキ M 24 B-PUMP 福岡県 ワールドカップ（B）ソルトレイクシティ 1位（2022） 2回目 1位

82 3 スポーツクライミング リード 谷井 菜月 タニイ ナツキ F 18 明治安田生命 奈良県 世界選手権モスクワ リード 6位（2021） 初

83 4 スポーツクライミング ボルダリング 中村 真緒 ナカムラ マオ F 22 日新火災 東京都 世界選手権モスクワ ボルダリング 14位（2021） 初

84 5 スポーツクライミング リード 楢󠄀﨑 智亜 ナラサキ トモア M 26 TEAM au 栃木県 東京2020 4位（2021） 2回目 5位

85 6 スポーツクライミング ボルダリング 野中 生萌 ノナカ ミホウ F 25 無所属 東京都 東京2020 銀（2021） 2回目 2位

86 7 スポーツクライミング リード 樋口 純裕 ヒグチ マサヒロ M 29 佐賀県連盟 佐賀県 ワールドカップ（L）クラーニ 1位（2021） 初

87 8 スポーツクライミング ボルダリング 藤井 快 フジイ ココロ M 29 TEAM au 静岡県 世界選手権モスクワ ボルダリング 1位（2021） 2回目 7位

88 1 スカッシュ 女子シングルス 佐野へリング愛利紗 サノ へリング エリサ F 21 日本スカッシュ協会・中部支部 カナダ カナディアンジュニアオープンU23 優勝（2021） 初

89 2 スカッシュ 女子シングルス 渡邉 聡美 ワタナベ サトミ F 23 Greetings 神奈川県 University of Birmingham Open: winner 初

90 1 相撲 重量級・無差別級 五十嵐 敦 イガラシ アツシ M 23 盛岡市役所 岩手県 世界選手権大会 重量級 優勝（2019） 初

91 2 相撲 中量級・無差別級 石井 さくら イシイ サクラ F 17 東京都立足立新田高校 千葉県 世界女子相撲選手権大会 中量級 準優勝 初

92 3 相撲 中量級・無差別級 太田 麻乃 オオタ アサノ F 36 永田医療研究所 静岡県 世界女子相撲選手権大会 中量級　優勝 4回目 中量級2位

93 4 相撲 軽量級・無差別級 奥富 夕夏 オクトミ ユカ F 24 リバーサルジム新宿Me,We 千葉県 世界女子相撲選手権大会 軽量級 3位 2回目 軽量級4位

94 5 相撲 重量級・無差別級 今 日和 コン ヒヨリ F 24 アイシン 青森県 世界女子相撲選手権大会 無差別級 準優勝 初

95 6 相撲 重量級・無差別級 中村 泰輝 ナカムラ ダイキ M 22 日本体育大学 石川県 全日本選手権大会 優勝 初

96 7 相撲 重量級・無差別級 花田 秀虎 ハナダ ヒデトラ M 20 日本体育大学 和歌山県 世界ジュニア選手権大会 2連覇 初

97 8 相撲 重量級・無差別級 久野 愛莉 ヒサノ アイリ F 23 東洋警備保障株式会社 栃木県 世界女子相撲選手権大会 重量級 3位 初

98 9 相撲 中量級・無差別級 深野 良太 フカノ リョウタ M 24 山口県立下関総合支援学校 山口県 世界選手権大会 中量級 準優勝 初

99 10 相撲 中量級・無差別級 藤澤 詩音 フジサワ シノン M 21 近畿大学 富山県 全国学生相撲個人体重別選手権大会 優勝　 初

100 11 相撲 中量級・無差別級 松本 渚 マツモト ナギサ F 22 立命館大学 鳥取県 世界女子相撲選手権大会 中量級 3位 初

101 12 相撲 軽量級・無差別級 山中 未久 ヤマナカ ミク F 28 クレオテック 静岡県 世界女子相撲選手権大会 軽量級 準優勝 2回目

102 公式 16 1 水中スポーツ フィンスイミング 上野 浩暉 ウエノ コウキ M 27 NAIA-Finswimmng Team 東京都 世界選手権サーフィス50ｍ4位（2021） 初

103 1 水上スキー&ウエイクボード ウェイクボード 手塚 翔太 テヅカ ショウタ M 28 FreshBros 静岡県 2017 World Games 優勝 2回目 フリースタイル1位

104 2 水上スキー&ウエイクボード 水上スキー 廣澤 沙綾 ヒロサワ サアヤ F 37 東京都 全日本選手権14連覇（2005-2018) 4回目 ジャンプ8位

105 3 水上スキー&ウエイクボード ウェイクボード 吉原 陽向 ヨシハラ ヒナタ F 21 広島県 IWWF World Champion（2019） 初

106 1 アメリカンフットボール フラッグフットボール 磐田 千紘 イワタ チヒロ F 18 ヒューペリオン東京 東京都 日本選手権 優勝 初

107 2 アメリカンフットボール フラッグフットボール 近江 佑璃夏 オウミ ユリカ F 23 大阪府 日本選手権 準優勝 初

108 3 アメリカンフットボール フラッグフットボール 加藤 純奈 カトウ ジュンナ F 25 ヒューペリオン東京 岩手県 日本選手権 優勝 初

109 4 アメリカンフットボール フラッグフットボール 金谷 明咲妃 カナタニ アサヒ F 22 関西大学 Tailers 兵庫県 日本選手権 準優勝 初

110 5 アメリカンフットボール フラッグフットボール 北崎 あかり キタザキ アカリ F 18 ヒューペリオン東京 神奈川県 日本選手権 優勝 初

111 6 アメリカンフットボール フラッグフットボール 佐伯 涼香 サエキ スズカ F 19 ヒューペリオン東京 東京都 日本選手権 優勝 初

112 7 アメリカンフットボール フラッグフットボール 佐藤 由樹 サトウ ユキ F 31 Z、アイリス 神奈川県 日本選手権 準優勝 初

113 8 アメリカンフットボール フラッグフットボール 辰野 汐里 タツノ シオリ F 25 東京都 初

114 9 アメリカンフットボール フラッグフットボール 中澤 奏子 ナカザワ カナコ F 26 FFFC川崎マロンティアーズ 神奈川県 関東地区予選 準優勝 初

115 10 アメリカンフットボール フラッグフットボール 中畑 友里 ナカハタ ユリ F 19 宝塚ポラリス 兵庫県 日本選手権 準優勝 初

116 11 アメリカンフットボール フラッグフットボール 三宅 萌 ミヤケ モエ F 30 虹翔∞ 兵庫県 タッチフットボール関西地区予選 準優勝 初

117 12 アメリカンフットボール フラッグフットボール 目黒 七星 メグロ ナナセ F 18 FFFC川崎マロンティアーズ 神奈川県 関東地区予選 準優勝 初

118 1 ラクロス（男子） 梅原 寛樹 ウメハラ トモキ M 26 FALCONS 東京都 日本代表（2018） 初

119 2 ラクロス（男子） 尾花 一輝 オバナ カズキ M 25 GRIZZLIES 千葉県 初

120 3 ラクロス（男子） 金谷 洸希 カナヤ ヒロキ M 25 GRIZZLIES 東京都 日本代表（2018） 初

121 4 ラクロス（男子） 小松 勇斗 コマツ ユウト M 23 GRIZZLIES 東京都 ASPAC（2019） 初

122 5 ラクロス（男子） 佐藤 大 サトウ ダイ M 27 FALCONS 東京都 U22（2015） 初

123 6 ラクロス（男子） 佐野 清 サノ キヨシ M 23 FALCONS 東京都 ASPAC（2019） 初

124 7 ラクロス（男子） 杉原 暉徳 スギハラ キノリ M 27 アメリカ 初

125 8 ラクロス（男子） 鈴木 潤一 スズキ ジュンイチ M 27 Stealers 東京都 U22（2017） 初

126 9 ラクロス（男子） 立石 真也 タテイシ シンヤ M 24 FALCONS 東京都 U22（2017） 初

127 10 ラクロス（男子） 徳舛 宗哉 トクマス ソウヤ M 29 FALCONS 兵庫県 U22（2015） 初

128 11 ラクロス（男子） 夏目 聖矢 ナツメ セイヤ M 32 FALCONS 神奈川県 日本代表（2018） 初

129 12 ラクロス（男子） 福島 裕樹 フクシマ ユウキ M 26 GRIZZLIES 千葉県 初

130 1 トライアスロン デュアスロン 上田 藍 ウエダ アイ F 38 リソル・稲毛インター 京都府 World Championships Aviles 2位（2021） 2回目

131 2 トライアスロン デュアスロン 田中 文也 タナカ フミヤ M 30 神奈川県トライアスロン連合 滋賀県 World Championships Aviles 24位（2021） 2回目

132 1 車いすラグビー 今井 友明 イマイ モアキ M 39 三菱商事 千葉県 東京2020 銅（2021） 初

133 2 車いすラグビー 小川 仁士 オガワ ヒトシ M 28 バイエル製薬 東京都 東京2020 銅（2021） 初

134 3 車いすラグビー 岸 光太郎 キシ コウタロウ M 50 NPO法人障害者在宅事業グループ 埼玉県 ロンドンパラリンピック 4位 初

135 4 車いすラグビー 倉橋 香衣 クラハシ カエ F 31 商船三井 兵庫県 東京2020 銅（2021） 初

136 5 車いすラグビー 乗松 聖矢 ノリマツ セイヤ M 32 SMBC日興証券 熊本県 東京2020 銅（2021） 初

137 6 車いすラグビー 乗松 隆由 ノリマツ タカユキ M 35 AIGジャパン・ホールディングス 熊本県 ワールドチャレンジ 3位（2019） 初

138 7 車いすラグビー 長谷川 勇基 ハセガワ ユウキ M 29 ソシエテ・ジェネラル証券 広島県 東京2020 銅（2021） 初

139 8 車いすラグビー 若山 英史 ワカヤマ ヒデフミ M 37 静岡銀行 静岡県 東京2020 銅（2021） 初

140 1 合気道 有馬 隼人 アリマ ハヤト M 25 合気会 岡山県 初

141 2 合気道 入江 嘉信 イリエ ヨシノブ M 55 合気会 熊本県 3回目

142 3 合気道 里舘  潤 サトダテ ジュン M 34 合気会 岩手県 初
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