
NO 障害 区分 所属 氏　　名 ふりがな 性別 年齢
年齢
区分

1 肢体 22 砥部町 井門　結 いもん　ゆい 女 13 1部 １００ｍ ２００ｍ

2 視覚 25 えひめだんだんパートナーズ 岡田　美紀子 おかだ　みきこ 女 64 2部 １００ｍ ２００ｍ

3 視覚 24 愛アスリートクラブ 小西　至 こにし　いたる 男 63 2部 １５００ｍ ―

4 視覚 25 えひめだんだんパートナーズ 高塚　晴至 たかつか　せいじ 男 42 2部 １５００ｍ ８００ｍ

5 肢体 4 松山市 岡田　龍典 おかだ　りゅうすけ 男 29 1部 砲丸投 ソフトボール投

6 視覚 24 四国中央市 篠原　ゆう子 しのはら　ゆうこ 女 73 2部 ジャベリックスロー 立幅跳

7 知的 27 愛アスリートクラブ 吉丸　宗汰 よしまる　そうた 男 20 青年 １００ｍ ２００ｍ

8 知的 27 愛アスリートクラブ 岡田　和輝 おかだ　かずき 男 18 少年 ４００ｍ ２００ｍ

9 知的 27 西条市 村上　裕樹 むらかみ　ゆうき 男 39 壮年 １５００ｍ ８００ｍ

10 知的 27 愛アスリートクラブ 藤原　由奈 ふじわら　ゆな 女 19 少年 １５００ｍ ８００ｍ

11 知的 27 愛南町 大森　義和 おおもり　よしかず 男 45 壮年 走幅跳 １００ｍ

12 知的 27 みなら特別支援学校 芝　寿珠 しば　すず 女 17 少年 ソフトボール投げ 立幅跳

13 肢体 8 松山市 浮穴　誠市 うけな　せいいち 男 78 2部 ２５ｍ自由形 ５０m自由形

14 肢体 6 新居浜市 横山　ひと美 よこやま　ひとみ 女 39 1部 ２５ｍ自由形 ５０m平泳ぎ

水泳
（知的） 15 知的 26 宇和島市 水谷　愛美 みずたに　まなみ 女 18 少年 ２５ｍ背泳ぎ ２５ｍ自由形

アーチェリー 16 聴覚 7 松山市 大谷　拓朗 おおたに　たくろう 男 48

卓球（身体） 17 肢体 1 今治市 渡邊　廉 わたなべ　れん 男 17 1部

STT 18 視覚 15 松山市 清水　満夫 しみず　みつお 男 66 2部

19 知的 18 宇和特別支援学校 石﨑　海士 いしざき　かいと 男 16 少年

20 知的 18 今治特別支援学校 金子　彩夏 かねこ　あやか 女 17 少年

21 精神 19 鬼北町 清家　全吉 せいけ　ぜんきち 男 59

22 精神 19 地域活動支援センターさくらんぼハウス 高橋　亜依 たかはし　あい 女 25

23 宇和島市 豊田　司 とよた　つかさ 男 66 アキュラシー５ｍ ディスタンス立位

24 松山市 森　千栄子 もり　ちえこ 女 55 ディスタンス立位 アキュラシー５ｍ

25 今治市 山崎　要 やまさき　かなめ 男 40 アキュラシー５ｍ ディスタンス立位

26 カイト西条 斉宮　学 いつき　まなぶ 男 35 アキュラシー５ｍ ディスタンス立位

27 肢体 9 松山市 冨士渕　義晴 ふじぶち　よしはる 男 70

28 肢体 4 松山市 原田　靖泰 はらだ　やすひろ 男 67

29 伊予市 亀田　優人 かめだ　ゆうと 男 27 青年

30 松山市 渡部　有架 わたなべ　ゆか 女 22 青年

31 森　海翔 もり　かいと 男 17

32 金子　葵依 かねこ　あおい 女 17

33 佐伯　駿 さいき　しゅん 男 26

34 田坂　秀輝 たさか　ひでき 男 26

35 山内　将裕 やまうち　まさひろ 男 26

36 白石　美奈子 しらいし　みなこ 女 24

37 松下　浩一 まつした　こういち 男 23

38 白石　春樹 しらいし　はるき 男 23

39 八塚　瑠偉 やつづか　るい 男 21

40 曽我　大地 そが　だいち 男 20

41 橋田　優 はしだ　ゆう 男 19

42 長野　拓斗 ながの　たくと 男 22

43 芝田　雅斗 しばた　まさと 男 20
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