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※1枚の振替払込書でご注文いただけるのは1種類のみとなります。

No. 競技 種目 選手・チーム
通信販売
申込略称

1 柔道 女子 48㎏級 渡名喜 風南選手 7月26日 (月) 12:00 東京１・渡名喜

2 柔道 男子 60kg級 髙藤 直寿選手 7月26日 (月) 12:00 東京２・髙藤

3 水泳 競泳 女子 400m個人メドレー 大橋 悠依選手 7月27日 (火) 12:00 東京３・大橋

4 スケートボード 男子 ストリート 堀米 雄斗選手 7月27日 (火) 12:00 東京４・堀米

5 柔道 女子 52kg級 阿部 詩選手 7月27日 (火) 12:00 東京５・阿部詩

6 柔道 男子 66kg級 阿部 一二三選手 7月27日 (火) 12:00 東京６・阿部一二三

7 スケートボード 女子 ストリート 西矢 椛選手 7月28日 (水) 12:00 東京７・西矢

8 スケートボード 女子 ストリート 中山 楓奈選手 7月28日 (水) 12:00 東京８・中山

9 アーチェリー 男子　団体
河田 悠希選手 古川 高晴選手

武藤 弘樹選手
7月28日 (水) 12:00 東京９・アーチェリー

10 柔道 女子 57kg級 芳田 司選手 7月28日 (水) 12:00 東京１０・芳田

11 柔道 男子 73kg級 大野 将平選手 7月28日 (水) 12:00 東京１１・大野

12 体操 体操競技 男子 団体
橋本 大輝選手 萱 和磨選手
谷川 航選手 北園 丈琉選手

7月28日 (水) 12:00 東京１２・体操男子

13 卓球 混合 ダブルス 水谷 隼選手 伊藤 美誠選手 7月28日 (水) 12:00 東京１３・卓球混合

14 サーフィン  女子  都筑 有夢路選手 7月29日 (木) 12:00 東京１４・都筑

15 サーフィン  男子  五十嵐 カノア選手 7月29日 (木) 12:00 東京１５・五十嵐

16 ウエイトリフティング 女子 59kg級  安藤 美希子選手 7月29日 (木) 12:00 東京１６・安藤

17 柔道  男子 81kg級  永瀬　貴規選手 7月29日 (木) 12:00 東京１７・永瀬

18 ソフトボール 女子 7月29日 (木) 12:00 東京１８・ソフトボール

19 水泳 競泳 男子 200mバタフライ 本多 灯選手 7月30日 (金) 12:00 東京１９・本多

20 水泳 競泳 女子 200m個人メドレー 大橋 悠依選手 7月30日 (金) 12:00 東京２０・大橋２

21 柔道 女子 70kg級 新井 千鶴選手 7月30日 (金) 12:00 東京２１・新井

22 体操 体操競技 男子 個人総合 橋本 大輝選手 7月30日 (金) 12:00 東京２２・橋本

23 柔道 女子 78kg級 濵田 尚里選手 7月31日 (土) 12:00 東京２３・濵田

24 柔道 男子　100kg級 ウルフ アロン選手 7月31日 (土) 12:00 東京２４・ウルフ

通信販売の受付
開始日時

郵便振替による通信販売　申込略称一覧

更新日
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25 卓球 女子 シングルス 伊藤 美誠選手 7月31日 (土) 12:00 東京２５・伊藤

26 バドミントン 混合 ダブルス 渡辺 勇大選手 東野 有紗選手 8月1日 (日) 12:00 東京２６・バド混合

27 柔道 女子 78kg超級   素根 輝選手 8月1日 (日) 12:00 東京２７・ 素根

28 フェンシング  男子 エペ 団体
山田 優選手 見延 和靖選手
加納 虹輝選手 宇山 賢選手

8月1日 (日) 12:00 東京２８・フェン男エペ

29 アーチェリー  男子 個人 古川 高晴選手 8月2日 (月) 12:00 東京２９・古川

30 柔道 混合 団体 8月2日 (月) 12:00 東京３０・柔道混合

31 体操
体操競技 男子 種目別あ

ん馬
萱 和磨選手 8月3日 (火) 12:00 東京３１・萱

32 体操
体操競技 女子 種目別ゆ

か
村上 茉愛選手 8月4日 (水) 12:00 東京３２・村上

33 レスリング
男子 グレコローマンスタイ

ル60kg級
文田 健一郎選手 8月4日 (水) 12:00 東京３３・文田

34 ボクシング
女子　フェザー級（54-

57kg）
入江 聖奈選手 8月5日 (木) 12:00 東京３４・入江

35 体操
体操競技 男子 種目別鉄

棒
橋本 大輝選手 8月5日 (木) 12:00 東京３５・橋本２

36 レスリング
男子 グレコローマンスタイ

ル77kg級
屋比久 翔平選手 8月5日 (木) 12:00 東京３６・屋比久

37 スケートボード 女子 パーク 四十住 さくら選手 8月6日 (金) 12:00 東京３７・四十住

38 スケートボード 女子 パーク 開 心那選手 8月6日 (金) 12:00 東京３８・開

39 ボクシング 女子 フライ級（48-51kg） 並木 月海選手 8月9日 (月) 12:00 東京３９・並木

40 レスリング 女子 フリースタイル62kg級 川井 友香子選手 8月6日 (金) 12:00 東京４０・川井友香子

41 空手 女子 形 清水 希容選手 8月7日 (土) 12:00 東京４１・清水

42 レスリング 女子 フリースタイル57kg級 川井 梨紗子選手 8月7日 (土) 12:00 東京４２・川井梨紗子

43 卓球 女子 団体
伊藤 美誠選手 石川 佳純選手

平野 美宇選手
8月7日 (土) 12:00 東京４３・卓球女子団体

44 陸上競技 男子 20km競歩 池田 向希選手 8月8日 (日) 12:00 東京４４・池田

45 陸上競技 男子 20km競歩 山西 利和選手 8月8日 (日) 12:00 東京４５・山西

46 卓球 男子 団体
張本 智和選手 丹羽 孝希選手

水谷 隼選手
8月8日 (日) 12:00 東京４６・卓球男子団体

47 空手 男子 形 喜友名 諒選手 8月8日 (日) 12:00 東京４７・喜友名

48 レスリング 女子 フリースタイル53kg級 向田 真優選手 8月8日 (日) 12:00 東京４８・向田

49 スポーツクライミング 女子 複合 野中 生萌選手 8月8日 (日) 12:00 東京４９・野中
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50 スポーツクライミング 女子 複合 野口 啓代選手 8月8日 (日) 12:00 東京５０・野口

51 ボクシング 男子 フライ級（48-52kg） 田中 亮明選手 8月9日 (月) 12:00 東京５１・田中

52 ゴルフ 女子 個人ストロークプレー 稲見 萌寧選手 8月9日 (月) 12:00 東京５２・稲見

53 レスリング 男子 フリースタイル65kg級 乙黒 拓斗選手 8月9日 (月) 12:00 東京５３・乙黒

54 空手 男子 組手75kg超級 荒賀 龍太郎選手 8月9日 (月) 12:00 東京５４・荒賀

55 レスリング 女子 フリースタイル50kg級 須﨑 優衣選手 8月9日 (月) 12:00 東京５５・須﨑

56 野球 男子 8月9日 (月) 12:00 東京５６・野球

57 自転車競技 トラック 女子 オムニアム  梶原 悠未選手 8月10日 (火) 12:00 東京５７・梶原

58 バスケットボール競技 バスケットボール 女子 8月10日 (火) 12:00 東京５８・バスケ女子

59 水泳 女子 100m 背泳ぎ S2 山田 美幸選手 8月27日 (金) 12:00 東京５９・山田

60 水泳 男子 50m 平泳ぎ SB3 鈴木 孝幸選手 8月27日 (金) 12:00 東京６０・鈴木

61 水泳 男子 100m 自由形 S4 鈴木 孝幸選手 8月28日 (土) 12:00 東京６１・鈴木２

62 水泳 男子 400m 自由形 S11 富田 宇宙選手 8月28日 (土) 12:00 東京６２・富田

63 陸上競技 男子 5000m T11 唐澤 剣也選手 8月29日 (日) 12:00 東京６３・唐澤

64 陸上競技 男子 5000m T11 和田 伸也選手 8月29日 (日) 12:00 東京６４・和田

65 柔道 男子 66kg級 瀬戸 勇次郎選手 8月29日 (日) 12:00 東京６５・瀬戸

66 陸上競技 男子 400m T52 佐藤 友祈選手 8月29日 (日) 12:00 東京６６・佐藤

67 陸上競技 男子 400m T52 上与那原 寛和選手 8月29日 (日) 12:00 東京６７・上与那原

68 トライアスロン 男子 PTS4 宇田 秀生選手 8月30日 (月) 12:00 東京６８・宇田 

69 トライアスロン 男子 PTVI 米岡 聡選手 8月30日 (月) 12:00 東京６９・米岡 

70 卓球 女子 シングルス C11 伊藤 槙紀選手 8月30日 (月) 12:00 東京７０・伊藤槙紀

71 水泳
男子 150m 個人メドレー

SM4
鈴木　孝幸選手 8月30日 (月) 12:00 東京７１・鈴木３

72 車いすラグビー 混合 8月31日 (火) 12:00 東京７２・車いすラグビー

73 柔道 女子 70kg級 小川 和紗選手 8月31日 (火) 12:00 東京７３・小川

74 水泳 男子 100m 平泳ぎ SB14 山口 尚秀選手 8月31日 (火) 12:00 東京７４・山口
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75 陸上競技 男子 1500m T52 佐藤 友祈選手 8月31日 (火) 12:00 東京７５・佐藤２

76 陸上競技 男子 1500m T52 上与那原 寛和選手 8月31日 (火) 12:00 東京７６・上与那原２

77 水泳 男子 200m 自由形 S4 鈴木 孝幸選手 9月1日 (水) 12:00 東京７７C

78 水泳
男子 200m 個人メドレー

SM11
富田 宇宙選手 9月1日 (水) 12:00 東京７８・富田２

79 陸上競技 男子 1500m T11 和田 伸也選手 9月2日 (木) 12:00 東京７９・和田２

80 自転車競技
ロード 女子 C1-3 タイムト

ライアル
杉浦 佳子選手 9月2日 (木) 12:00 東京８０・杉浦

81 水泳 男子 100m 平泳ぎ SB11 木村 敬一選手 9月3日 (金) 12:00 東京８１・木村

82 ボッチャ 混合 個人 BC2 杉村 英孝選手 9月3日 (金) 12:00 東京８２・杉村
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83 車いすテニス 混合 クアード ダブルス 諸石 光照選手、菅野 浩二選手 9月4日 (土) 12:00 東京８３・車テ混合ダ

84 水泳 女子 50m 背泳ぎ S2 山田 美幸選手 9月4日 (土) 12:00 東京８４・山田２

85 水泳 男子 50m 自由形 S4 鈴木 孝幸選手 9月4日 (土) 12:00 東京８５・鈴木５

86 自転車競技
ロード 女子 C1-3 ロード

レース
杉浦 佳子選手 9月5日 (日) 12:00 東京８６・杉浦２

87 陸上競技 男子 100m T52 大矢 勇気選手 9月5日 (日) 12:00 東京８７・大矢

88 ゴールボール 女子 9月5日 (日) 12:00 東京８８・ゴール女子

89 水泳 男子 100m バタフライ S11 木村 敬一選手 9月5日 (日) 12:00 東京８９・木村２

90 水泳 男子 100m バタフライ S11 富田 宇宙選手 9月5日 (日) 12:00 東京９０・富田３

91 車いすテニス 女子 シングルス 上地 結衣選手 9月5日 (日) 12:00 東京９１・上地

92 陸上競技
混合 4x100m ユニバーサ

ルリレー
澤田 優蘭選手 大島 健吾選手
高松 佑圭選手 鈴木 朋樹選手

9月6日 (月) 12:00 東京９２・ユニバリレー

93 ボッチャ 混合 チーム BC1/BC2
中村 拓海選手 廣瀬 隆喜選手

杉村 英孝選手 藤井 友里子選手
9月6日 (月) 12:00 東京９３・ボッチャチーム

94 車いすテニス 女子 ダブルス 上地 結衣選手 大谷 桃子選手 9月6日 (月) 12:00 東京９４・車テ女子ダ

95 バドミントン 女子 シングルス WH1 里見 紗李奈選手 9月6日 (月) 12:00 東京９５・里見

96 バドミントン 女子 シングルス SU5 鈴木 亜弥子選手 9月6日 (月) 12:00 東京９６・鈴木 亜弥子

97 バドミントン 女子 シングルス SU5 杉野 明子選手 9月6日 (月) 12:00 東京９７・杉野

98 ボッチャ 混合 ペア BC3
河本 圭亮選手 高橋 和樹選手

田中 恵子選手
9月6日 (月) 12:00 東京９８・ボッチャペア

99 バドミントン 女子 シングルス WH2 山崎 悠麻選手 9月6日 (月) 12:00 東京９９・山崎

100 バドミントン 女子 ダブルス SL3-SU5 伊藤 則子選手 鈴木 亜弥子選手 9月6日 (月) 12:00 東京１００・バド女子ダ

101 車いすテニス 男子 シングルス 国枝 慎吾選手 9月6日 (月) 12:00 東京１０１・国枝

102 陸上競技 男子 マラソン T12 堀越 信司選手 9月7日 (火) 12:00 東京１０２・堀越

103 陸上競技 男子 マラソン T46 永田 務選手 9月7日 (火) 12:00 東京１０３・永田

104 バドミントン 男子 シングルス WH2 梶原 大暉選手 9月7日 (火) 12:00 東京１０４・梶原

105 陸上競技 女子 マラソン T12 道下 美里選手 9月7日 (火) 12:00 東京１０５・道下

106 バドミントン 女子 ダブルス WH 里見 紗李奈選手、山崎 悠麻選手 9月7日 (火) 12:00 東京１０６・バド女子ダ２

107 バドミントン 男子 ダブルス WH 梶原 大暉選手、村山 浩選手 9月7日 (火) 12:00 東京１０７・バド男子ダ
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108
車いすバスケットボー

ル
男子 9月7日 (火) 12:00 東京１０８・車いすバスケ

109 バドミントン 混合 ダブルス SL3-SU5 藤原 大輔選手、杉野 明子選手 9月7日 (火) 12:00 東京１０９・バド混合ダ


