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第14回大分県障がい者スポーツ大会
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ルール 　　・２０１９年度全国障害者スポーツ大会競技規則を準用する。
　　・内部障がい者、精神障がい者の参加を認める。
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 第１４回大分県障がい者スポーツ大会実施要綱 

 

１ 目 的 

   第１４回大分県障がい者スポーツ大会(以下「大会」という。)は、全ての障がい者が 

希望と勇気をもって自立し、社会に積極的に参加する意欲を喚起するとともに、障がい者 

スポーツの普及を図り、県民の障がいに対する理解を一層深め、障がい者の社会参加の推 

進に寄与することを目的とする。 

 

２ 名 称 

  第１４回大分県障がい者スポーツ大会 

 

３ 主 催 

  大分県 

 

４ 主 管 

  大分県障がい者体育協会、大分県精神保健福祉会、大分身体障害者陸上競技協会、 

大分県知的障がい者陸上競技協会、大分県障がい者水泳連盟、 

大分県身体障害者アーチェリー協会、大分県障害者卓球連盟、 

大分県障害者フライングディスク協会、大分県障がい者ボウリング協会、 

大分県障がい者サッカー協会、大分県車椅子バスケットボール連盟、 

大分県身体障害者ゲートボール協会、大分県身体障害者グラウンド・ゴルフ協会、 

大分県ふうせんバレーボール協会、大分県卓球バレー協会、大分県ボッチャ協会 

 

５ 後 援 

  大分県教育委員会、日本赤十字社大分県支部、大分合同新聞社、NHK大分放送局、 

OBS大分放送、TOSテレビ大分、OAB大分朝日放送、エフエム大分 

 

６ 協 力 

  一般財団法人大分陸上競技協会、大分県水泳連盟、大分県アーチェリー協会、 

大分県卓球連盟、大分県ボウリング連盟、大分県バスケットボール協会、 

大分県障害者スポーツ指導者協議会 

 

７ 特別協賛 

（ネーミングライツパートナーシップ事業） 

昭和電工株式会社 
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８  総合開会式、実施競技（期日・大会会場） 

 （1）総合開会式 

参 加 競 技 期日(曜) 場 所 備 考 

卓球・STT・ 

フライングディスク 

 

5/26(日) 

大分スポーツ公園 

昭和電工武道スポーツ 

センター 

県民体育大会開会式と 

合同開催 

   ※陸上競技は合同開会式に参加しない。 

 (2)個人競技（６競技） 

  

 

(3)団体競技（８競技） （平成31年1月30日現在） 

競 技 期日(曜) 場 所 主管団体(問合せ先) 

アーチェリー(身) 5/18(土) 別府市実相寺 

アーチェリー場 

県身体障害者 

アーチェリー協会 

ボウリング(身･知･精) 

 

5/18(土) タワーボウル稙田店 県障がい者ボウリング協会 

水 泳(身･知･精) 5/19(日) 大分市営温水プール 県障がい者体育協会 

 

卓 球・STT(身･知･精) 

 

5/26(日) 

大分スポーツ公園 

昭和電工武道スポーツ 

センター 

 

県障がい者体育協会 

フライングディスク 

(身･知･精) 

5/26(日) 

 

大分スポーツ公園 

昭和電工グラウンド 

県障がい者体育協会 

 

陸上(身･知･精) 6/2(日) 大分スポーツ公園 

昭和電工ドーム大分 

県障がい者体育協会 

競 技 期日(曜) 場 所 主管団体(問合せ先) 

車いすバスケット 

ボール(身) 

調整中 太陽の家 

サンスポーツセンター 

県車いすバスケットボール 

連盟 

バレーボール(精) 5/18(土) 県身体障害者 

福祉センター 

大分どげえ会 

サッカー(知) 調整中 大分大学 県障がい者サッカー協会 

ふうせんバレーボール

(身･知･精) 

11/10（日） はちまんの郷宇佐 県ふうせんバレーボール協会 

卓球バレー 

（身・知・精） 

 4/21（日） 太陽の家 

サンスポーツセンター 

県卓球バレー協会 

 

ゲートボール(身) 11/19（火） 

 

七瀬川自然公園 

グラウンド 

県身体障害者 

ゲートボール協会 

ツインバスケット 

ボール(身) 

調整中 別府アリーナ 県車いすバスケットボール 

連盟 

グラウンド・ゴルフ(身) 10/29（火） 

    

七瀬川自然公園 

グラウンド 

県身体障害者グラウンド・ 

ゴルフ協会 
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(3)個人・団体競技（１競技） 

９ 組 織 

 (1) 名誉会長に、大分県知事を充てる。 

 (2) 大会会長に、大分県障がい者体育協会会長を充て、大会副会長に、大分県障がい者体育

協会副会長を充て、委員は、大分県障がい者体育協会理事を充てる。 

 

10  競技参加資格 

   次のすべての条件を満たす者とする。 

 (1) 平成31年4月1日現在で年齢が６歳以上の身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者。 

  ①身体障がい者は、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の規定により、 

身体障害者手帳の交付を受けた者 

  ②知的障がい者は、厚生事務次官通知（昭和48年9月27日厚生省発児第156号）による 

療育手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の対象に準ずる障がいのある者 

   ③精神障がい者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第123号） 

第45条の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。あるいは、その取得の 

対象に準ずる障がいのある者 

 (2) 申込時に、大分県内に居住する者。ただし、障害福祉サービス事業所等や学校等に入所、

通所、通学している者は、その所在地の選手団として参加してもよい。 

 (3) 各競技団体が主管する競技については、各競技ごとに実施要綱を別途定めるものとする。 

 

11  競 技 

 (1) 大分県障がい者体育協会実施競技 

① 選手団の構成 

   各市町村団長１名、総務及び監督等必要数の役員と各競技の参加選手で選手団を構成する。 

   役員は、選手を十分統制把握し、事故防止に万全を期することのできる者とし、大会事務

局から連絡を取れるよう連絡方法等を事前に大会事務局に知らせること。 

② 競技種目 

ア．競技種目（13歳以上）※大分県予選適応 

 

 

 

 

 

  

 

 

競 技 群 競 技 種 目  

 

 

 

 

 

陸上 

競技 

 

競 走 50ｍ、100ｍ、200ｍ、400ｍ、800ｍ、1500ｍ、スラローム 

跳 躍  走高跳、立幅跳、走幅跳         

投てき  砲丸投、ソフトボール投、ジャベリックスロー、ビーンバッグ投 

水  泳  自由形､背泳ぎ､平泳ぎ、バタフライ（各25ｍ、50ｍ）   

卓 球  卓球、サウンドテーブルテニス 

フライング 

ディスク 

 アキュラシー(ディスリート5、ディスリート7)、ディスタンス 

   

 

競 技 期 日 場 所 主管団体(問合せ先) 

ボッチャ（身） 令和2年3月 サンスポーツセンター 県ボッチャ協会 
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イ．競技種目（6歳以上12歳以下：障害区分を問わない。）※オープン種目  

 

 

 

 

 

競 技 群 競 技 種 目 

陸上 

競技 

競 走 50ｍ、100ｍ、スラローム、選手団対抗4×100ｍリレー 

投てき  ソフトボール投、ジャベリックスロー、ビーンバッグ投 

水   泳 25ｍチャレンジレース、50ｍチャレンジレース 

フライング 

ディスク 

アキュラシー(ディスリート5)、ディスタンス 

 卓   球 卓球・サウンドテーブルテニス 

 

ウ．競技種目（６歳以上：身体障がい者・知的障がい者）※オープン種目             

競 技 群 競 技 種 目 

陸上 

競技 

競 走 選手団対抗4×100ｍリレー 

 

  水    泳 

 

25ｍチャレンジレース､50ｍチャレンジレース、4×25ｍリレー､ 

4×25ｍメドレーリレー、4×50ｍリレー、4×50ｍメドレーリレー 

 

    

エ．競技種目（６歳以上：精神障がい者）※オープン種目 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

競 技 群 競 技 種 目  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陸上 

競技 

 

競 走  50ｍ、100ｍ 

 選手団対抗4×100ｍリレー 

跳 躍  走幅跳         

投てき  ソフトボール投 

 

水  泳 

 

 自由形､背泳ぎ､平泳ぎ、バタフライ（各25、50ｍ）、 

25ｍチャレンジレース、50ｍチャレンジレース、4×25ｍリレー､ 

4×25ｍメドレーリレー、4×50ｍリレー、 4×50ｍメドレーリレー 

卓 球  卓球 

フライング 

ディスク 

 アキュラシー(ディスリート5、ディスリート7)、ディスタンス 

 ③ 障がい適用 

   別に定める「大分県障がい者スポーツ大会競技･種目」のとおりとする。 

      なお、大会当日は、判定員が障害区分判定を行う場合があるが、区分変更が必要と認め

られる選手の記録は個人記録については有効とし、表彰も通常どおり実施する。ただし、

全国障害者スポーツ大会への派遣選手選考資料としては採用しない。なお、翌年度以降は

変更後の区分で出場するものとする。 

④ 出場競技･種目数 

    各選手団選手は、同一の個人競技に２種目出場することを認める（水泳「25ｍチャレン

ジレース、50mチャレンジレース」を除く。）。また、障がいが重複している場合でも、

２種目とも同一の障害区分で出場するものとする。  

 

 

4



⑤ 競技方法 

   障害区分別、性別、年齢区分別、組別による競技とする。 

   年齢区分は平成31年4月1日を基準日として、身体障がい者については6歳以上12歳以下を

ジュニア、13歳以上39歳以下を１部、40歳以上を２部とする。知的障がい者については6

歳以上12歳以下をジュニア、13歳以上19歳以下を少年の部、20歳以上35歳以下を青年の部、

36歳以上を壮年の部とする。なお、精神障がい者については、特に年齢区分を設けない。 

  

⑥ 競技規則 

   公益財団法人日本障がい者スポーツ協会編「全国障害者スポーツ大会競技規則集」 

（平成31年4月1日より実施分）」を準用する。 

    上記競技規則集と別に本大会のみ規定する事項は以下のとおりとする。 

   各競技とも内部障がい者及び精神障がい者の参加を認めるが、上記競技規則に定めのな

い競技は、オープン種目とし、第19回全国障害者スポーツ大会への派遣対象とはならない。

なお、参加可能な種目については、別に定める「大分県障がい者スポーツ大会競技・種目」

を適用する。 

  ※第１９回全国障害者スポーツ大会より、卓球（精神の部）が新設される為、卓球競技の

精神障がい者を全国障害者スポーツ大会派遣対象とする。 

     

  

⑦ 表 彰 

   各競技種目の障害区分別、性別、年齢区分別、組別ごとに１位から３位までの選手にメ

ダルを授与する。ただし、卓球については、リーグごとに１位から３位までの選手にメダ

ルを授与する。また、フライングディスクについては、組ごとに１位から３位までの選手

にメダルを授与する。 

   なお、陸上競技4×100mリレーについては、総合順位による１位から３位までのチームに

対し表彰を行うとともに、各選手にメダルを授与する。 

 

 (2) 各競技団体実施競技 

   ①競技種目 

     ア 個人競技 

競 技 当該競技は下記大会を兼ねる 

アーチェリー(身) 第28回大分県身体障害者アーチェリー選手権大会 

（5月18日開催分） 

ボウリング(身・知・精) 

 

めじろんカップ争奪・大分県障がい者ボウリング大会2019 

（5月18日開催分） 

   イ 団体競技 

競 技 当該競技は下記大会を兼ねる 

車いすバスケットボール(身) 大分県車いすバスケットボール選手権大会 

バレーボール(精) 第20回大分どげえ会親善バレーボール大会 
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サッカー(知) 大分県知的障がい者サッカー大会 

ふうせんバレーボール 

(身･知･精) 

第28回大分県ふうせんバレーボール大分大会 

 

卓球バレー(身･知･精) 第21回大分オープン卓球バレー大会 

ゲートボール(身) 第34回大分県身体障がい者ゲートボール大会 

ツインバスケットボール(身) 第17回大分かぼすカップ車椅子ツインバスケットボール大会 

グラウンド・ゴルフ(身) 第16回大分県身体障がい者グラウンド・ゴルフ大会 

ウ 個人・団体競技 

競 技 当該競技は下記大会を兼ねる 

ボッチャ(身・個人) 第15回大分オープン・ボッチャ選手権 

  ② 競技内容 

   競技ごとに別に定める実施要綱に基づく。 

 

③ 表 彰 

   各競技団体の実施する競技の表彰については、各主管団体の規定する表彰方法で実施す

るものとする。 

 

12 競技の組合せ 

   競技の組合せは、参加申込書により各主管する競技団体において行い、当日の変更及び

異議の申立て等は受け付けないものとする。 

 

13 その他 

 (1) この要綱に定められたもののほか、大会運営に必要な事項は、大会会長が別途定める。 

   また、各競技団体が主管する競技については、各競技ごとに実施要綱を別途定める。   

 

 （2）参加申込書に記載した個人情報については、本人の同意に基づいて、本大会のプログラ

ム等の印刷物への記載、または競技事項に関する連絡など本大会の運営に関してのみ適切

に使用する。 

 

 (3) この大会で実施する個人競技は、全国障害者スポーツ大会の個人競技大分県予選を兼ね

るものとし、得られた記録を派遣選手選考の基礎資料とする。 

   ただし、 何らかの事情により、大会が開催されなかった場合については、前年度の大

会、競技団体が指定する大会における好記録保持者を選考するものとする。 

 

 (4) 大会事務局の設置 

   大会事務局は大分県障害者社会参加推進室内、大分県障がい者体育協会に置く。 

    所 在 地  〒870-8501 大分市大手町３丁目１番１号 

    電話番号  097-533-6006 

        Ｆ Ａ Ｘ    097-506-1736 
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　フライングディスク ★男女混合（６歳以上１２歳以下）

ナンバーカード色

水色

紫

オレンジ

精神障がい

◎
★

◎
★

● ●

視覚障がい

内部障がい

知的障がい

聴覚障がい

肢体不自由

座位 立位

アキュラシー ディスタンス

ディスリート５ ディスリート７

第１４回大分県障がい者スポーツ大会　競技障害区分

障害区分

肢体

視覚

聴覚

知的

内部

精神

ジュニア

色

白

緑

黄

桃

◎区分なし　　●男女別
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番号 役　職　名 所　　属　　名 職　　名 氏　　名

1 名誉会長 大分県 知事 広瀬　勝貞

2 大会会長 社会福祉法人　大分県社会福祉事業団 会長 首藤 　　忍

3 大会副会長 一般社団法人　大分県身体障害者福祉協会 会長 佐藤　一夫

4 大会副会長 公益社団法人  大分県手をつなぐ育成会 理事長 齊藤　國芳

5 大会副会長 公益社団法人  大分県精神保健福祉会 会長 神田　弘法

6 大会副会長 大分県福祉保健部 部長 廣瀬　高博

7 大会委員 社会福祉法人　大分県盲人協会 会長 衛藤　良憲

8 大会委員 社会福祉法人　大分県聴覚障害者協会 理事長 西村 　　務

9 大会委員 大分県身体障害児者施設協議会 会長 三浦　晃史

10 大会委員 大分県知的障害者施設協議会 会長 平原　　伸

11 大会委員 大分県精神障がい者社会復帰施設協議会 会長 園田英一郎

12 大会委員 社会福祉法人　大分県社会福祉協議会 会長 草野　俊介

13 大会委員 一般社団法人　日本パラ陸上競技連盟 相談役 吉松　時義

14 大会委員 大分県障害者スポーツ指導者協議会 会長 池部　純政

15 大会委員 公益財団法人　大分県体育協会 事務局長 伊藤　健一

16 大会委員 一般財団法人　大分陸上競技協会 理事長 舩越　武典

17 大会委員 大分市福祉保健部障害福祉課 課長 永田　浩貴

18 大会委員 大分県教育庁体育保健課 課長 加藤　寛章

19 大会委員 大分県教育庁特別支援教育課 参事監兼課長 後藤　みゆき

20 大会委員 大分県特別支援学校校長会 会長 横山　勝也

第１４回　大分県障がい者スポーツ大会　役員名簿
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〔単位：人…（　）内は実人数〕　

大　分　市 111 (66) 86 (49) 21 (21) 72 (37) 290 (173)

別　府　市 106 (66) 7 (4) 6 (6) 58 (31) 177 (107)

中　津　市 35 (23) 1 (1) 8 (8) 58 (29) 102 (61)

日　田　市 30 (19) 0 (0) 3 (3) 26 (13) 59 (35)

佐　伯　市 58 (46) 1 (1) 16 (16) 38 (35) 113 (98)

臼　杵　市 0 (0) 0 (0) 0 (0) 5 (5) 5 (5)

津久見市 6 (4) 2 (1) 0 (0) 0 (0) 8 (10)

竹　田　市 14 (12) 1 (1) 6 (6) 8 (4) 29 (23)

豊後高田市 14 (11) 2 (1) 10 (10) 16 (9) 42 (31)

杵　築　市 50 (29) 0 (0) 0 (0) 21 (14) 71 (43)

宇　佐　市 46 (37) 8 (4) 11 (11) 45 (38) 110 (90)

豊後大野市 16 (15) 2 (1) 1 (1) 19 (19) 38 (36)

由　布　市 24 (17) 0 (0) 2 (2) 14 (14) 40 (33)

国　東　市 7 (4) 0 (0) 2 (2) 2 (2) 11 (8)

姫　島　村 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

日　出　町 51 (32) 0 (0) 11 (11) 11 (8) 73 (51)

九　重　町 0 (0) 0 (0) 0 (0) 32 (16) 32 (16)

玖　珠　町 5 (3) 2 (2) 3 (3) 27 (24) 37 (32)

合 計 573 384 112 65 100 100 452 298 1,237 847

第１4回大分県障がい者スポーツ大会　　個人競技別参加者数一覧

陸 上 競 技 水 泳 卓 球 フライングディスク 合 計
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時　　　　間

15:35

14:30

12:15

10:45

11:00 12:00

15:05

競
走

２００ｍ

　第１４回大分県障がい者スポーツ大会 競技進行表

■ ５月１９日（日）

水            泳

■６月２日(日)

５０ｍ

１００ｍ

10:15

11:00

10:30 10:45

投
て
き

砲丸投

ビーンバッグ投

ジャベリックスロー

ソフトボール投

フライングディスク 16:30

総 合 開 会 式

14:15

４００ｍ

８００ｍ

１５００ｍ

スラローム

リレー

跳
躍

走高跳

立幅跳

走幅跳

陸

上

10:00

12:30

9:30 10:30

9:30 11:30

11:45 12:15

11:45

9:30

11:00

9:30 14:50

13:05

12:15 13:05

13:20 13:40

13:55 14:45

17:00

11:00 15:30

11:00 16:00

■ ５月 ２６日（日）

卓 球

競　 技　 名
　10:00 　11:00 12:00 13:009:00 14:00 15:00 16:00
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時間

1 8:00

2 8:00

3 8:15

4 8:40

5 8:45

6 9:00

7 9:05

8 9:05

9 9:20

10 9:21

11 9:23

12 9:28

13 9:33

14 9:37

15 9:40

16 9:41

17 9:46

18 9:50

19 9:50

20 9:55

21 10:05

22 10:15

23 10:25

※整列順   　プラカード→旗手→車いす利用者→団長→聴覚障害者→自由→
             集合写真を遠慮される方→アトラクションの音が苦手な方

選手団集合完了

※多目的競技場内両端集合
入場隊形準備完了

写真撮影 集合写真

※競技開始　　11：00　フライングディスク　卓球

閉式通告 式典MC

アトラクション 太鼓演奏

来賓紹介 式典MC

表彰
最多回数出場者

大会統一スローガン作成者

開会宣言 障がい者スポーツ大会会長

祝辞 大分県議会議長

オープニング準備

選手宣誓 県体・障スポ代表選手（２：２）

優勝旗返還 県体のみ

あいさつ 大分県知事

整列完了

第１４回大分県障がい者スポーツ大会　　開会式次第

　令和元年５月２６日（日）

昭和電工武道スポーツセンター
多目的競技場

式典MC

入場行進

プラカードの掲示、行進序列の点検
行進方法の確認

大会概要説明 大会概要及び注意事項の放送

開式通告

集合時間

退場開始

退場完了

式　　次　　第 備　　　　　　　　考

実施態度決定
前日　５月２５日（土）５時
（台風又は災害時のみ）

開門

国旗・県旗掲揚
国歌斉唱　アカペラ

『県民体育の歌』　警察音楽隊

来賓、大会役員、選手団受付開始

関係者リハーサル
選手団代表・旗手

選手宣誓者・プラカード保持者
※多目的競技場内演台前に集合

選手団集合

11



　

県道

合同開会式・FD・卓球競技（５月２６日）　駐車場図

至　情報科学高校　→

　【参考】競技時間
　■綱引き　　　　    ～１６：００
　■剣道　 　　　　   ～１７：３０
　■卓球　１１：００  ～１６：００
　■ＦＤ　　１１：００  ～１６：３０

フィールド

←　至　パークプレイス ドーム
東交差点

出入り時間
①②

7：30～18：00
③

7：30～17：00

多
目
的
広
場

サブグラウンド
（フライングディスク会場）

●E駐【345台】来賓、役員、障スポの卓球・FD（選手・審判等）、一般車が使用。
●F駐【290台】県体の綱引き・剣道が使用。
●サブグラウンド【６０台】FD審判、ＦＤ車いす選手が使用。
※第３ゲート～武道スポーツ施設
　 往復ドーム内通過　７：３０～１１：００
●西駐【49台】関係者、事務局、市町村送迎バス等が使用。
●ロータリー【大型バス４台】市町村送迎バスが使用。
●その他
送迎乗降（障スポのみ）①第２ゲート前　②武道スポーツセンターロータリー
※開会式終了後、FD選手でサブグラウンドまで送迎が必要な方は②で無料タクシー利用可。（徒歩の場合約２０分）
※大型バスでこられた市町村は、送迎のご協力をお願いします。

昭和電工ドーム大分

Ｆ駐車場

フリー

第１ゲート 第４ゲート

第３ゲート第２ゲート

障スポ60台

西ゲート

武道・スポーツ施設

NG

E 駐車場

フリー

送迎乗降①

送迎乗降②

1２

３

２

B 駐車場

フリー

NG

NG

NGNG

NG西 駐車場

関係者

～お願い～

当日はトリニータの試合が16時～行わ

れます。駐車場を使用するため、各人

競技が終了しましたら、駐車場をお譲り

くださいますよう、ご協力よろしくお願い

いたします。
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フライングディスク
プログラム
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■競技日程及び競技場所

○ディスタンス競技（原則として８名１組）

1 2 3

1 10:50 11:00 11:05 11:20 11:30 Ｄ１ Ｄ２ Ｄ３

2 11:05 11:15 11:20 11:35 11:45 Ｄ４ Ｄ５ Ｄ６

3 11:20 11:30 11:35 11:50 12:00 Ｄ７ Ｄ８ Ｄ９

4 11:35 11:45 11:50 12:05 12:15 Ｄ10 Ｄ11 Ｄ12

5 11:50 12:00 12:05 12:20 12:30 Ｄ13 Ｄ14 Ｄ15

6 12:05 12:15 12:20 12:35 12:45 Ｄ16 Ｄ17 Ｄ18

7 12:20 12:30 12:35 12:50 13:00 Ｄ19 Ｄ20 Ｄ21

8 12:35 12:45 12:50 13:05 13:15 D22 D23

座位 男女とも：Ｄ1

立位

立位
　　Ｄ17,D19,Ｄ20,D22,D23

○アキュラシー競技（原則として８名１組）

1 2 3 4 5 6

1 14:00 14:10 14:15 14:30 14:40 Ａ１ Ａ２ Ａ３ Ａ４ Ａ５ A６

2 14:15 14:25 14:30 14:45 14:55 A７ A８ A９ A10 A11 A12

3 14:30 14:40 14:45 15:00 15:10 A13 A14 A15 A16 A17 A18

4 14:45 14:55 15:00 15:15 15:25 A19 A20 A21 A22 A23 A24

5 15:00 15:10 15:15 15:30 15:40 A25 A26 A27 A28 Ａ29 A30

6 15:15 15:25 15:30 15:45 15:55 A31 A32 A33 A34 A35 A36

　ディスリート・ファイブ ： Ａ1 ～Ａ36（下記を除く）

　ディスリート・セブン 　： Ａ6,A12,A18,A24,A30

○ナンバーカード配色表

白 緑 黄 桃 水色 紫 オレンジ

肢体 視覚 聴覚 知的 内部 精神 ジュニア

女：D3,Ｄ6,Ｄ9,Ｄ12,Ｄ15,Ｄ18,D21

男：Ｄ2,D4,D5,Ｄ7,D8,Ｄ10,D11,Ｄ13,Ｄ14,Ｄ16

グループ
招集
開始

招集
完了

競技
開始

競技
終了

表彰
終了

サイト

グループ
招集
開始

招集
完了

競技
開始

競技
終了

表彰
終了

サイト
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フライングディスク競技（ディスタンス）　会場図
（大分スポーツ公園　昭和電工グラウンド） （１０：５０～１３：１５）

…テント

受付
待機

招集
受付

誘導
誘導待機所

本部・記録 表彰待機所・表彰

風向きによって投げる方向が
変わります。
風上→風下

休憩場所

休憩場所

休憩場所

退出口

待機場所

　　　　　　　　　　
待機場所

待機場所

サイト１

サイト２

サイト３

トイレ

屋内練習場

（※休憩場所として使用可能です。）

昭和電工ドーム

第２ゲート屋内練習場入口
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フライングディスク競技（アキュラシー）　会場図
（大分スポーツ公園　昭和電工グラウンド） （１４：００～１５：５５）

…テント

待機場所

　　　　　　　　　　
待機場所

休憩場所

休憩場所

休憩場所

退出口

入り口
風向きによって投げる方向が
変わります。
風上→風下

待機場所

受付
待機

招集
受付

誘導
誘導待機所

本部・記録 表彰待機所・表彰

サイト１

サイト２

サイト３

サイト４

サイト５

サイト６

トイレ

屋内練習場

（※休憩場所として使用可能です。）

昭和電工ドーム

第２ゲート屋内練習場入口
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大会番号 記　録 大会番号

11 ３９m１２cm 2
11 １３m８５cm 9

招集開始 10:50 競技開始 11:05
〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 02 026 白 岩本　希代子 いわもと　きよこ 別府市 片上下肢駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 025 白 坂田　さよ子 さかた　さよこ 中津市 両駆、介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 029 白 木村　由樹子 きむら　ゆきこ 別府市 両駆・ＳＬＢ 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 052 白 木部　毅 きべ　つよし 別府市 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 16 002 白 持田　朗 もちだ　あきら 日出町 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 16 045 白 野中　守 のなか　まもる 日出町 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 032 白 坂本　幸輔 さかもと　こうすけ 別府市 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

県大会記録

大会番号 記　　録 大会番号

18 ５５m９６cm 2
11 ３３m７６cm 7

招集開始 10:50 競技開始 11:05
〔サイト2〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 17 012 水色 森　有為 もり　ゆうい 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 014 白 平山　鉄夫 ひらやま　てつお 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 011 白 河野　勝男 かわの　かつお 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 003 緑 松本　求 まつもと　もとむ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 017 黄 産谷　喜久太 うぶや　きくた 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 001 白 有吉　保信 ありよし　やすのぶ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 005 白 冨田　和俊 とみた　かずとし 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 016 白 左藤　好則 さとう　よしのり 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 10:50 競技開始 11:05
〔サイト3〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 17 007 水色 冨田　ヒサコ とみた　ひさこ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 070 黄 佐藤　八重子 さとう　やえこ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 008 白 武石　チアキ たけいし　ちあき 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 006 水色 原田　律子 はらだ　りつこ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 004 白 時松　愛子 ときまつ　あいこ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 015 白 麻生　キミヨ あそう　きみよ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 009 白 左藤　睦江 さとう　むつえ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 058 白 工藤　キク子 くどう　きくこ 別府市 杖 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

ディスタンス・シッティング

性　別
全国大会記録 県大会記録

記　録
男 ５３m１０cm

男 ７４m０３cm

女 ４３m６３cm

ディスタンス・シッティング　D1

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング

性　別
全国大会記録

記　　録

女 ５３m８２cm

ディスタンス・スタンディング  D3

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング  D2

ゼッケン
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招集開始 11:05 競技開始 11:20

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 01 016 黄 久原　芳夫 くばる　よしお 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 049 桃 古元　昭雄 こもと　あきお 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 022 黄 福山　哲郎 ふくやま　てつろう 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 021 黄 牧　昭典 まき　あきのり 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 018 黄 広瀬　正男 ひろせ　まさお 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 015 黄 岩本　啓三 いわもと　けいぞう 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 025 白 田村　浩司 たむら　こうじ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 026 白 松崎　譲 まつざき　ゆずる 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 11:05 競技開始 11:20

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 02 054 白 古賀　清信 こが　きよのぶ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 035 桃 伊井　春市 いい　はるいち 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 039 桃 宮垣　正裕 みやがき　まさひろ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 028 黄 工藤　幸生 くどう　ゆきお 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 019 黄 衛藤　実 えとう　みのる 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 018 桃 安本　政次 やすもと　まさつぐ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 020 黄 高野　秀美 たかの　ひでみ 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 019 桃 新家　洋一 しんや　よういち 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 11:05 競技開始 11:20

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 11 071 白 岩野　ミヤ子 いわの　みやこ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 002 白 有吉　早苗 ありよし　さなえ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 059 黄 北崎　タキ子 きたざき　たきこ 宇佐市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 057 緑 瀬戸　弘美 せと　ひろみ 別府市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 024 黄 倉富　和子 くらとみ　かずこ 別府市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 010 白 麻生　富喜枝 あそう　ふきえ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 072 白 渡邊　正美 わたなべ　まさみ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

ディスタンス・スタンディング  D6

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング  D4

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング  D5

ゼッケン

18



招集開始 11:20 競技開始 11:35

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 11 054 緑 高橋　保 たかはし　たもつ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 048 桃 渡邊　正人 わたなべ　まさと 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 045 桃 松行　一夫 まつゆき　かずお 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 027 白 福島　孝則 ふくしま　たかのり 別府市 歩行器 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 027 白 糸永　勝一 いとなが　かついち 大分市 杖、介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 028 桃 中村　英俊 なかむら　ひでとし 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 027 桃 白地　次男 しらち　つぎお 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 097 桃 中野　伸一 なかの　しんいち 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 11:20 競技開始 11:35

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 09 023 桃 道野　伸二 どうの　しんじ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 053 桃 中尾　一幸 なかお　かずゆき 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 022 白 攝受　世信 しょうじゅ　せしん 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 028 白 神埼　一繁 かんざき　かずしげ 別府市 義足 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 101 桃 梅田　昇 うめだ　のぼる 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 020 桃 立花　浩二 たちばな　こうじ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 038 桃 手島　徹 てしま　とおる 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 055 黄 廣田　英明 ひろた　ひであき 別府市 左投 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 11:20 競技開始 11:35

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 02 056 緑 稙田　春子 わさだ　はるこ 別府市 音源 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 054 桃 松尾　かつ子 まつお　かつこ 中津市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 051 黄 西村　典子 にしむら　みちこ 別府市 手話・筆記 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 027 白 東　成美 ひがし　なるみ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 015 桃 中園　幸子 なかぞの　さちこ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 059 水色 阿部　留理子 あべ　るりこ 別府市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 01 100 桃 久保田　るみ子 くぼた　るみこ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

ディスタンス・スタンディング  D7

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D8

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング  D9

ゼッケン
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招集開始 11:35 競技開始 11:50

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 09 019 桃 北村　伸二 きたむら　しんじ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 08 006 桃 出野　勇樹 での　ゆうき 竹田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 081 桃 二宮　育 にのみや　いく 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 075 桃 牧　秀俊 まき　ひでとし 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 024 紫 木本　公之 きもと　きみゆき 玖珠町 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 035 黄 三浦　弘美 みうら　ひろみ 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 024 桃 本多　勝美 ほんだ　かつみ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 053 黄 加地　昭仁 かぢ　あきひと 別府市 手話・介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 11:35 競技開始 11:50

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 01 095 桃 宮崎　道則 みやざき　みちのり 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 022 紫 川部　英也 かわべ　ひでや 玖珠町 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 055 緑 佐瀬　裕郁 させ　ひろふみ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 022 桃 岩本　立夫 いわもと　たつお 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 065 桃 荒瀧　富雄 あらたき　とみお 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 055 桃 清水　正文 しみず　まさふみ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 019 桃 梶原　博道 かじわら　ひろみち 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 018 桃 三笘　秀美 みとま　ひでみ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 11:35 競技開始 11:50

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 01 099 桃 志賀　美津代 しが　みつよ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 01 067 桃 工藤　浪子 くどう　なみこ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 013 白 時松　明美 ときまつ　あけみ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 014 桃 今仁　よし子 いまに　よしこ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 017 桃 山﨑　美雪 やまさき　みゆき 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 16 003 白 持田　眞由美 もちだ　まゆみ 日出町 杖 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 046 桃 高田　美智代 たかだ　みちよ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

ディスタンス・スタンディング　D10

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング  D１2

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D11

ゼッケン
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招集開始 11:50 競技開始 12:05

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 04 022 桃 穴井　和道 あない　かずみち 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 050 桃 磯村　昭仁 いそむら　あきひと 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 064 桃 出田　啓二 いでた　けいじ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 034 桃 若杉　典智 わかすぎ　のりとし 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 033 桃 北田　圭一郎 きただ　けいいちろう 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 067 桃 古賀　孝光 こが　たかみつ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 012 桃 新谷　貴久 しんたに　たかひさ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 052 桃 福井　智宏 ふくい　ともひろ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 11:50 競技開始 12:05

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 04 020 桃 猪川　剛司 いがわ　つよし 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 016 桃 梅野　貴典 うめの　たかのり 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 098 桃 田原　聖治 たはら　せいじ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 063 桃 荒金　順市 あらがね　じゅんいち 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 047 桃 松尾　強 まつお　つよし 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 008 桃 松田　徹一 まつだ　てついち 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 040 桃 柴尾　洋史 しばお　ひろふみ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 030 白 長　孝至 ちょう　たかし 別府市 クラッチ 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 11:50 競技開始 12:05

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 02 060 白 佐藤　道代 さとう　みちよ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 015 桃 津々見　綾 つつみ　あや 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 01 014 緑 大西　真理亜 おおにし　まりあ 大分市 杖、介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 082 桃 吉良　恵美 きら　めぐみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 04 023 桃 石田　純子 いしだ　じゅんこ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 10 025 桃 廣石　朋美 ひろいし　ともみ 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 051 桃 佐藤　美子 さとう　よしこ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

ディスタンス・スタンディング　D14

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D15

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D13

ゼッケン
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招集開始 12:05 競技開始 12:20

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 16 020 黄 穴井　晃一 あない　こういち 日出町 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 031 白 平山　大地 ひらやま　だいち 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 043 桃 江原　賀弘 えはら　よしひろ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 026 桃 阿部　淳 あべ　じゅん 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 017 桃 武内　太郎 たけうち　たろう 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 044 桃 藤原　一成 ふじわら　かずなり 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 033 桃 角　広幸 すみ　ひろゆき 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 017 白 立川　順也 たつかわ　じゅんや 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 12:05 競技開始 12:20

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 01 038 桃 岩田　隆弘 いわた　たかひろ 大分市 左投 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 024 桃 手嶋　陽三 てしま　ようぞう 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 072 紫 神田　優 かんだ　まさる 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 034 桃 中園　憲史 なかぞの　けんじ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 037 桃 小野　智也 おの　ともや 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 039 桃 雨宮　豊貴 あまみや　とよたか 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 08 009 桃 二見　彰洋 ふたみ　あきひろ 竹田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 066 桃 阿部　亮 あべ　りょう 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 12:05 競技開始 12:20

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 18 017 白 今井　裕子 いまい　ゆうこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 040 桃 髙嶋　東美 たかしま　はるみ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 018 桃 帯刀　美実 たてわき　みのり 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 09 024 桃 小坪　千明 こつぼ　ちあき 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 019 桃 瀧石　由希子 たきいし　ゆきこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 10 030 桃 峯尾　絵里 みねお　えり 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 016 桃 川上　沙希 かわかみ　さき 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

ディスタンス・スタンディング　D16

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D17

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D18

ゼッケン
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招集開始 12:20 競技開始 12:35

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 03 034 桃 山本　和大 やまもと　かずひろ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 073 桃 桒原　誠也 くわはら　せいや 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 039 桃 栗林　裕貴 くりばやし　ゆうき 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 006 桃 松尾　直樹 まつお　なおき 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 083 桃 吉良　正美 きら　まさみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 032 桃 足立　祐樹 あだち　ゆうき 大分市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 031 桃 髙村　信 たかむら　まこと 大分市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 096 桃 仲元　昇平 なかもと　しょうへい 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 12:20 競技開始 12:35

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 18 020 紫 横山　達矢 よこやま　たつや 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 036 桃 光納　和典 みつのう　かずのり 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 031 桃 峯尾　良 みねお　りょう 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 08 008 桃 太田　博亮 おおた　ひろあき 竹田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 026 桃 渡辺　将平 わたなべ　しょうへい 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 032 桃 宮瀬　猛志 みやせ　たけし 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 025 桃 藤川　翔太 ふじかわ　しょうた 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 018 桃 中尾　圭 なかお　けい 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 12:20 競技開始 12:35

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 01 062 桃 高山　絵りな たかやま　えりな 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 04 005 紫 市川　穂奈美 いちかわ　ほなみ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 056 桃 熊谷　かすみ くまがえ　かすみ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 076 紫 本川　南 もとかわ　みなみ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 16 019 桃 諸富　千穂 もろとみ　ちほ 日出町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 014 桃 宮瀨　里穂 みやせ　りほ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 070 桃 古庄　遥香 ふるしょう　はるか 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

ディスタンス・スタンディング　D20

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D21

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D19

ゼッケン
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招集開始 12:35 競技開始 12:50

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 01 094 桃 伊東　和也 いとう　かずや 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 021 桃 椋本　拓哉 むくもと　たくや 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 025 桃 荏隈　拓海 えのくま　たくみ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 020 桃 平原　翔 ひらばる　しょう 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 071 桃 宮本　翔 みやもと　しょう 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 021 桃 土谷　祐喜 つちや　ゆうき 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 08 010 桃 杉本　侑人 すぎもと　ゆうと 竹田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 021 桃 武田　大地 たけだ　だいち 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 12:35 競技開始 12:50

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 02 033 桃 鶴田　尚貴 つるた　なおき 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 009 桃 小田原　健吾 おだわら　けんご 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 036 桃 園　竜次 その　りゅうじ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 011 桃 渡邉　浩平 わたなべ　こうへい 宇佐市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 023 桃 後藤　優太 ごとう　ゆうた 玖珠町 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 021 桃 轟　真 とどろき　しん 玖珠町 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 103 桃 西村　巧 にしむら　たくみ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 102 桃 伊藤　直樹 いとう　なおき 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

ディスタンス・スタンディング　D22

ゼッケン

ディスタンス・スタンディング　D23

ゼッケン
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招集開始 14:00 競技開始 14:15

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 17 007 水色 冨田　ヒサコ とみた　ひさこ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 014 白 梶原　八重子 かじわら　やえこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 006 水色 原田　律子 はらだ　りつこ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 008 白 武石　チアキ たけいし　ちあき 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 011 白 石井　都美子 いしい　とみこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 002 白 平井　誠 ひらい　まこと 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 012 水色 森　有為 もり　ゆうい 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 014 白 平山　鉄夫 ひらやま　てつお 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:00 競技開始 14:15

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 17 004 白 時松　愛子 ときまつ　あいこ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 008 白 櫻井　澄子 さくらい　すみこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 016 白 甲斐　初枝 かい　はつえ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 057 黄 図師　泰行 ずし　やすゆき 宇佐市 筆記 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 004 水色 佐藤　マスミ さとう　ますみ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 013 水色 羽野　澄子 はの　すみこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 017 黄 産谷　喜久太 うぶや　きくた 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 003 緑 松本　求 まつもと　もとむ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:00 競技開始 14:15

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 17 011 白 河野　勝男 かわの　かつお 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 009 白 左藤　睦江 さとう　むつえ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 015 白 麻生　キミヨ あそう　きみよ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 010 白 長野　玉子 ながの　たまこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 022 白 後藤　一身 ごとう　かずみ 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 001 白 有吉　保信 ありよし　やすのぶ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 058 白 工藤　キク子 くどう　きくこ 別府市 杖 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 005 白 冨田　和俊 とみた　かずとし 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A3

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A1

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A2

ゼッケン

25



招集開始 14:00 競技開始 14:15

〔サイト４〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 12 021 白 眞名井　トミ子 まない　とみこ 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 020 水色 児玉　英則 こだま　ひでのり 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 016 黄 久原　芳夫 くばる　よしお 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 023 水色 伊達　伸久 だて　のぶひさ 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 027 水色 河村　昇 かわむら　のぼる 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 17 016 白 左藤　好則 さとう　よしのり 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 007 水色 加藤　サツキ かとう　さつき 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 061 白 濱小路　義勝 はましょうじ　よしかつ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:00 競技開始 14:15

〔サイト５〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 17 002 白 有吉　早苗 ありよし　さなえ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 026 黄 後藤　義博 ごとう　よしひろ 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 005 水色 加藤　ユミ子 かとう　ゆみこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 012 水色 三谷　直美 みたに　なおみ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 021 黄 牧　昭典 まき　あきのり 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 022 黄 福山　哲郎 ふくやま　てつろう 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 049 桃 古元　昭雄 こもと　あきお 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 057 緑 瀬戸　弘美 せと　ひろみ 別府市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:00 競技開始 14:15

〔サイト６〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 02 052 白 木部　毅 きべ　つよし 別府市 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 024 黄 倉富　和子 くらとみ　かずこ 別府市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 005 桃 栗林　素彦 くりばやし　もとひこ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 16 002 白 持田　朗 もちだ　あきら 日出町 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 004 桃 栗原　福松 くりはら　ふくまつ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 081 桃 二宮　育 にのみや　いく 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 075 桃 牧　秀俊 まき　ひでとし 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A4

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A5

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・セブン　A6

ゼッケン
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招集開始 14:15 競技開始 14:30

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 11 056 白 宮田　龍子 みやた　たつこ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 015 黄 岩本　啓三 いわもと　けいぞう 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 018 黄 広瀬　正男 ひろせ　まさお 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 003 水色 髙田　弘義 たかだ　ひろよし 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 010 白 麻生　富喜枝 あそう　ふきえ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 025 白 田村　浩司 たむら　こうじ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 062 白 本多　勇 ほんだ　いさむ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 001 水色 中村　高利 なかむら　たかとし 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:15 競技開始 14:30

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 02 054 白 古賀　清信 こが　きよのぶ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 026 白 松崎　譲 まつざき　ゆずる 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 019 白 清原　博 きよはら　ひろし 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 056 緑 稙田　春子 わさだ　はるこ 別府市 音源 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 060 白 城　宗世 じょう　むねよ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 009 水色 長野　和夫 ながの　かずお 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 006 白 佐竹　速子 さたけ　はやこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 035 桃 伊井　春市 いい　はるいち 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:15 競技開始 14:30

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 12 025 緑 村上　裕二 むらかみ　ゆうじ 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 13 032 白 溝辺　順一 みぞべ　じゅんいち 由布市 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 051 黄 西村　典子 にしむら　みちこ 別府市 手話・筆記 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 054 桃 松尾　かつ子 まつお　かつこ 中津市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 028 黄 工藤　幸生 くどう　ゆきお 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 039 桃 宮垣　正裕 みやがき　まさひろ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 071 桃 志賀　孝三 しが　こうぞう 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 019 黄 衛藤　実 えとう　みのる 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A9

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A7

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A8

ゼッケン
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招集開始 14:15 競技開始 14:30

〔サイト４〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 05 073 桃 疋田　通 ひきた　とおる 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 015 桃 中園　幸子 なかぞの　さちこ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 027 白 東　成美 ひがし　なるみ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 020 黄 高野　秀美 たかの　ひでみ 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 018 桃 安本　政次 やすもと　まさつぐ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 038 白 田辺　今朝博 たなべ　けさひろ 杵築市 杖 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 015 白 梶原　みつ子 かじわら　みつこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 019 桃 新家　洋一 しんや　よういち 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:15 競技開始 14:30

〔サイト５〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 12 028 白 佐藤　政義 さとう　まさよし 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 048 桃 渡邊　正人 わたなべ　まさと 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 037 白 井出　利蔵 いで　としぞう 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 01 100 桃 久保田　るみ子 くぼた　るみこ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 026 白 岩本　希代子 いわもと　きよこ 別府市 片上下肢駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 059 水色 阿部　留理子 あべ　るりこ 別府市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 027 白 糸永　勝一 いとなが　かついち 大分市 杖、介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 027 白 福島　孝則 ふくしま　たかのり 別府市 歩行器 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:15 競技開始 14:30

〔サイト６〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 02 053 黄 加地　昭仁 かぢ　あきひと 別府市 手話・介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 024 桃 本多　勝美 ほんだ　かつみ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 007 桃 猪俣　誠 いのまた　まこと 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 013 桃 市丸　千恵子 いちまる　ちえこ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 063 桃 荒金　順市 あらがね　じゅんいち 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 001 桃 元永　興文 もとなが　おきふみ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 029 白 木村　由樹子 きむら　ゆきこ 別府市 両駆・ＳＬＢ 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・セブン　A12

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A10

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A11

ゼッケン
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招集開始 14:30 競技開始 14:45

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 05 070 桃 山下　清澄 やました　きよすみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 032 緑 亀山　康生 かめやま　やすお 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 045 桃 松行　一夫 まつゆき　かずお 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 01 067 桃 工藤　浪子 くどう　なみこ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 01 099 桃 志賀　美津代 しが　みつよ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 058 白 宮崎　佐由美 みやざき　さゆみ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 025 白 坂田　さよ子 さかた　さよこ 中津市 両駆、介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 17 013 白 時松　明美 ときまつ　あけみ 九重町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:30 競技開始 14:45

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 01 097 桃 中野　伸一 なかの　しんいち 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 027 桃 白地　次男 しらち　つぎお 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 028 桃 中村　英俊 なかむら　ひでとし 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 13 016 桃 佐田　正春 さだ　まさはる 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 13 029 白 大塚　勝 おおつか　まさる 由布市 片上下肢駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 017 桃 山﨑　美雪 やまさき　みゆき 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 101 桃 梅田　昇 うめだ　のぼる 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 028 白 神埼　一繁 かんざき　かずしげ 別府市 義足 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:30 競技開始 14:45

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 03 022 白 攝受　世信 しょうじゅ　せしん 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 053 桃 中尾　一幸 なかお　かずゆき 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 023 桃 道野　伸二 どうの　しんじ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 14 002 桃 飯田　浩隆 いいだ　ひろたか 国東市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 032 桃 山本　一也 やまもと　かずや 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 055 黄 廣田　英明 ひろた　ひであき 別府市 左投 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 038 桃 手島　徹 てしま　とおる 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 020 桃 立花　浩二 たちばな　こうじ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A15

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A13

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A14

ゼッケン

29



招集開始 14:30 競技開始 14:45

〔サイト４〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 09 028 桃 幸野　伸弘 こうの　のぶひろ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 019 桃 北村　伸二 きたむら　しんじ 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 13 030 白 後藤　照男 ごとう　てるお 由布市 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 08 006 桃 出野　勇樹 での　ゆうき 竹田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 068 桃 池部　のり子 いけべ　のりこ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 16 003 白 持田　眞由美 もちだ　まゆみ 日出町 杖 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 13 018 桃 吉弘　清子 よしひろ　きよこ 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 13 033 白 山崎　睦夫 やまさき　むつお 由布市 片駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:30 競技開始 14:45

〔サイト５〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 11 064 白 乙咩　美幸 おとめ　みゆき 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 035 黄 三浦　弘美 みうら　ひろみ 大分市 手話 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 033 桃 後藤　信之 ごとう　のぶゆき 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 095 桃 宮崎　道則 みやざき　みちのり 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 036 紫 山村　欣也 やまむら　きんや 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 14 001 桃 末廣　克己 すえひろ　かつみ 国東市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 16 021 桃 伊勢　徹郎 いせ　てつろう 日出町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 12 024 水色 深田　千枝子 ふかた　ちえこ 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:30 競技開始 14:45

〔サイト６〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 05 082 桃 吉良　恵美 きら　めぐみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 016 桃 高橋　千枝美 たかはし　ちえみ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 031 白 平山　大地 ひらやま　だいち 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 038 桃 岩田　隆弘 いわた　たかひろ 大分市 左投 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 017 白 立川　順也 たつかわ　じゅんや 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 09 024 桃 小坪　千明 こつぼ　ちあき 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 055 桃 染矢　順一 そめや　じゅんいち 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A16

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A17

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・セブン　A18

ゼッケン

30



招集開始 14:45 競技開始 15:00

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 11 063 白 今永　健一 いまなが　けんいち 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 067 桃 一瀬　祐子 いちせ　ゆうこ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 065 桃 荒瀧　富雄 あらたき　とみお 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 022 桃 岩本　立夫 いわもと　たつお 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 16 022 桃 山川　勝則 やまかわ　かつのり 日出町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 16 023 桃 渡邉　亮央 わたなべ　あきひさ 日出町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 16 045 白 野中　守 のなか　まもる 日出町 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 069 紫 山本　和子 やまもと　かずこ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:45 競技開始 15:00

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 03 055 桃 清水　正文 しみず　まさふみ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 06 005 桃 森　淳仁 もり　じゅんじ 臼杵市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 060 白 佐藤　道代 さとう　みちよ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 11 046 桃 高田　美智代 たかだ　みちよ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 018 桃 三笘　秀美 みとま　ひでみ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 019 桃 梶原　博道 かじわら　ひろみち 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 033 桃 北田　圭一郎 きただ　けいいちろう 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 034 桃 若杉　典智 わかすぎ　のりとし 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:45 競技開始 15:00

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 01 064 桃 出田　啓二 いでた　けいじ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 050 桃 磯村　昭仁 いそむら　あきひと 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 022 桃 穴井　和道 あない　かずみち 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 06 001 桃 井沢　幸男 いざわ　ゆきお 臼杵市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 030 桃 渡邉　敬三 わたなべ　けいぞう 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 075 桃 齊藤　満広 さいとう　みつひろ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 067 桃 古賀　孝光 こが　たかみつ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 12 004 桃 大多和　佳代 おおたわ　かよ 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A19

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A20

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A21

ゼッケン

31



招集開始 14:45 競技開始 15:00

〔サイト４〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 12 010 桃 徳丸　美香 とくまる　みか 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 034 桃 川野　和己 かわの　かずみ 佐伯市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 052 桃 福井　智宏 ふくい　ともひろ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 066 桃 間曽　吉隆 まそ　よしたか 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 003 桃 衛藤　聡 えとう　そう 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 064 桃 神崎　聖香 かんざき　きよか 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 06 004 桃 松本　祐子 まつもと　さちこ 臼杵市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 098 桃 田原　聖治 たはら　せいじ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:45 競技開始 15:00

〔サイト５〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 04 016 桃 梅野　貴典 うめの　たかのり 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 020 桃 猪川　剛司 いがわ　つよし 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 06 003 桃 甲斐　憲 かい　ただし 臼杵市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 01 014 緑 大西　真理亜 おおにし　まりあ 大分市 杖、介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 040 桃 柴尾　洋史 しばお　ひろふみ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 047 桃 松尾　強 まつお　つよし 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 009 桃 姫野　吉春 ひめの　よしはる 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 087 桃 馬野木　香澄 まのき　かすみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 14:45 競技開始 15:00

〔サイト６〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 10 039 桃 雨宮　豊貴 あまみや　とよたか 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 01 062 桃 高山　絵りな たかやま　えりな 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 026 桃 渡辺　将平 わたなべ　しょうへい 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 032 桃 宮瀬　猛志 みやせ　たけし 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 021 桃 椋本　拓哉 むくもと　たくや 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 04 025 桃 荏隈　拓海 えのくま　たくみ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A22

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A23

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・セブン　A24

ゼッケン
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招集開始 15:00 競技開始 15:15

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 02 030 白 長　孝至 ちょう　たかし 別府市 クラッチ 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 008 桃 堀　徳行 ほり　のりゆき 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 04 023 桃 石田　純子 いしだ　じゅんこ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 13 017 桃 飯田　美佐緒 はんだ　みさお 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 018 白 甲斐　やよい かい　やよい 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 10 025 桃 廣石　朋美 ひろいし　ともみ 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 063 桃 山口　竜延 やまぐち　たつのぶ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 051 桃 佐藤　美子 さとう　よしこ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 15:00 競技開始 15:15

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 04 017 桃 武内　太郎 たけうち　たろう 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 026 桃 阿部　淳 あべ　じゅん 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 043 桃 江原　賀弘 えはら　よしひろ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 032 白 坂本　幸輔 さかもと　こうすけ 別府市 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 033 桃 角　広幸 すみ　ひろゆき 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 044 桃 藤原　一成 ふじわら　かずなり 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 040 桃 髙嶋　東美 たかしま　はるみ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 017 白 今井　裕子 いまい　ゆうこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 15:00 競技開始 15:15

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 05 030 白 石井　保寛 いしい　やすひろ 佐伯市 杖、介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 10 033 桃 橋本　美和 はしもと　みわ 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 058 桃 川野　磨砂美 かわの　まさみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 059 桃 元長　歩美 もとなが　あゆみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 031 桃 徳田　景子 とくだ　けいこ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 027 桃 織田　訓暢 おだ　くにのぶ 佐伯市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 072 紫 神田　優 かんだ　まさる 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 024 桃 手嶋　陽三 てしま　ようぞう 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A27

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A25

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A26

ゼッケン
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招集開始 15:00 競技開始 15:15

〔サイト４〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 03 037 桃 小野　智也 おの　ともや 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 06 002 桃 井上　泰裕 いのうえ　やすひろ 臼杵市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 034 桃 中園　憲史 なかぞの　けんじ 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 056 桃 秋山　菜穂子 あきやま　なほこ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 08 009 桃 二見　彰洋 ふたみ　あきひろ 竹田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 18 019 桃 瀧石　由希子 たきいし　ゆきこ 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 066 桃 阿部　亮 あべ　りょう 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 076 桃 佐藤　達也 さとう　たつや 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 15:00 競技開始 15:15

〔サイト５〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 12 029 水色 衛藤　和徳 えとう　かずのり 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 054 桃 雨宮　泉 あまみや　いずみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 073 桃 桒原　誠也 くわはら　せいや 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 034 桃 山本　和大 やまもと　かずひろ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 053 桃 庭瀬　裕基 にわせ　ゆうき 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 002 桃 堀　幸介 ほり　こうすけ 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 10 030 桃 峯尾　絵里 みねお　えり 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 10 034 桃 衛藤　梨加 えとう　りか 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・フ+G740:H740ァイブ　A29+813:827

招集開始 15:00 競技開始 15:15

〔サイト６〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 13 025 桃 林田　匠 はやしだ　たくみ 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 13 026 桃 山本　春舞 やまもと　かずま 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 13 021 桃 阿南　心美 あなん　ここみ 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 13 023 桃 佐藤　裕也 さとう　ゆうや 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 13 024 桃 生野　颯希 しょうの　さつき 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 13 022 オレンジ 後藤　優佳 ごとう　ゆうか 由布市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・セブン　A30

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A28

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A29

ゼッケン
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招集開始 15:15 競技開始 15:30

〔サイト１〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 13 031 白 佐藤　由貴 さとう　ゆき 由布市 両駆 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 033 桃 神田　翔太 かんだ　しょうた 佐伯市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 039 桃 栗林　裕貴 くりばやし　ゆうき 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 031 桃 髙村　信 たかむら　まこと 大分市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 032 桃 足立　祐樹 あだち　ゆうき 大分市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 052 桃 山下　健二 やました　けんじ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 083 桃 吉良　正美 きら　まさみ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 15:15 競技開始 15:30

〔サイト２〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 03 016 桃 川上　沙希 かわかみ　さき 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 096 桃 仲元　昇平 なかもと　しょうへい 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 048 桃 山田　勇斗 やまだ　はやと 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 050 桃 軸丸　大嗣龍 じくまる　だいじろう 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 12 007 桃 山本　雄一 やまもと　ゆういち 豊後大野市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 04 005 紫 市川　穂奈美 いちかわ　ほなみ 日田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 026 桃 山田　真丈 やまだ　まさひろ 佐伯市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 15:15 競技開始 15:30

〔サイト３〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 08 008 桃 太田　博亮 おおた　ひろあき 竹田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 10 031 桃 峯尾　良 みねお　りょう 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 18 020 紫 横山　達矢 よこやま　たつや 玖珠町 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 056 桃 熊谷　かすみ くまがえ　かすみ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 047 桃 狩生　有淑 かりう　ありさ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 094 桃 伊東　和也 いとう　かずや 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 018 桃 中尾　圭 なかお　けい 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A32

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A33

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A31

ゼッケン
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招集開始 15:15 競技開始 15:30

〔サイト４〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 05 045 桃 清杉　泰代 きよすぎ　やすよ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 068 桃 小田　祐輔 おだ　ゆうすけ 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 05 028 桃 堀口　優彩 ほりぐち　ゆい 佐伯市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 071 桃 宮本　翔 みやもと　しょう 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 020 桃 平原　翔 ひらばる　しょう 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 02 070 桃 古庄　遥香 ふるしょう　はるか 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 03 014 桃 宮瀨　里穂 みやせ　りほ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 15:15 競技開始 15:30

〔サイト５〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

女 05 029 桃 山田　杏奈 やまだ　あんな 佐伯市 介助 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 033 桃 鶴田　尚貴 つるた　なおき 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 021 桃 武田　大地 たけだ　だいち 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 08 010 桃 杉本　侑人 すぎもと　ゆうと 竹田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 09 021 桃 土谷　祐喜 つちや　ゆうき 豊後高田市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 03 036 桃 園　竜次 その　りゅうじ 中津市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

女 10 035 紫 恵良　愛美 えら　まなみ 杵築市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

招集開始 15:15 競技開始 15:30

〔サイト６〕

性別 ゼッケン
色 氏　　名 ふりがな 所属名 特記事項 記　　録 順　　位

男 05 040 桃 榎　晃司 えのき　こうじ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 041 桃 田原　佑樹 たはら　ゆうき 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 02 074 紫 結城　晃一 ゆうき　こういち 別府市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 11 035 桃 山中　賢人 やまなか　けんと 宇佐市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 102 桃 伊藤　直樹 いとう　なおき 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 01 103 桃 西村　巧 にしむら　たくみ 大分市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

男 05 086 桃 塩月　和穂 しおつき　かずほ 佐伯市 〔　　　　　　　　〕 〔　　　　　　　　〕

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A36

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A35

ゼッケン

アキュラシー・ディスリート・ファイブ　A34

ゼッケン

36



【大会関係の連絡・お問い合わせ】

大分県障がい者体育協会

〒８７０－８５０１

大分市大手町３丁目１番１号

電話：０９７－５３３－６００６

ＦＡＸ：０９７－５０６－１７３６


