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「福
ふくい

井しあわせ元
げんき
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たいかい

会」
平成 30年 10 月 13 日（土）から 15日（月）まで、福井県で第 18回全国障害者

スポーツ大会「福井しあわせ元気大会」が開催されました。長野県からは個人競技 45

名の代表選手が出場しました。天候にも恵まれ、３日間の大会を通じて、各会場で熱

戦を繰り広げ、金 14個・銀 11個・銅 13個の合計 38個のメダルを獲得し、大会新

記録を２つ残しました。出場選手の成績は以下の通りです。

～織
お

りなそう　力
ちから

と技
わざ

と美
うつく

しさ～

「福井しあわせ元気大会」長野県選手団　個人競技記録
競技名 氏名 性別 所属 年齢区分 障害

区分 種目 記録 順位 備考

陸
上
競
技

片塩　　玄 男 北信保健 身体1部 21
200m 34秒 03 2
100m 16秒 19 3

小林春次郎 男 佐久保健 身体2部 7
50m 15秒 40 2
砲丸投 5m38㎝ 2

柴田　昌幸 男 小諸養護 身体1部 22
200m 38秒 33 5
100m 16秒 00 7

手島　慎一 男 長野市 身体2部 21
ソフトボール投 14m96㎝ 2
立幅跳 96㎝ 1

登玉　優希 男 松本盲 身体1部 25
ジャベリックスロー 32m72㎝ 4

走幅跳 4m79㎝ 2
萩村　　勲 男 伊那市 身体2部 4 50m 10秒 86 4

深澤　　享 男 木曽保健 身体1部 7
ジャベリックスロー 7m32㎝ 3

50m 12秒 94 1

水野　一直 男 飯田保健 身体2部 23
スラローム 1分 12秒 2 1
ビーンバック投 2m75㎝ 2

曽山　邦子 女 安曇野市 身体2部 26
ソフトボール投 16m64㎝ 2
立幅跳 1m27㎝ 2

原口明日香 女 松本ろう 身体1部 26
100m 15秒 56 5
立幅跳 1m83㎝ 4

井上　友博 男 須坂市 知的青年 27
200m 25秒 86 2
100m 12秒 49 4

黒岩　昂志 男 小諸養護 知的少年 27
走幅跳 4m74㎝ 4

ソフトボール投 56m87㎝ 7

古平　　陸 男 松本養護 知的少年 27
200m 25秒 93 5
100m 12秒 36 5

佐藤　良治 男 長野市 知的青年 27
立幅跳 2m82㎝ 2
100m 12秒 38 3

武田　拓馬 男 上田養護 知的少年 27
50m 7秒 05 1
200m 26秒 72 6

田中　翔太 男 小諸養護 知的少年 27
走高跳 1m56㎝ 4
立幅跳 2m34㎝ 2

山口　滉矢 男 中野市 知的青年 27
走幅跳 5m07㎝ 4

ジャベリックスロー 25m57㎝ 3

井出　優奈 女 小諸養護 知的少年 27
1500ｍ 7分 23秒 43 6
50m 9秒 18 8

小野澤りな 女 小諸市 知的少年 27
50m 9秒 14 8
立幅跳 1m80㎝ 4

宮尾　美幸 女 千曲市 知的少年 27
50m 8秒 81 6

ジャベリックスロー 9m05㎝ 4
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陸
上
競
技

山本　　舞 女 大町市 知的青年 27
ジャベリックスロー 8m50㎝ 3

100m 16秒 06 5
山本　　舞 女 大町市 知的青年 27

4× 100mリレー 52秒 08 6
井上　友博 男 須坂市 知的青年 27
武田　拓馬 男 上田養護 知的少年 27
古平　　陸 男 松本養護 知的少年 27

水
泳
競
技

前島　悠人 男 飯田市 身体1部 20 50m平泳ぎ 52秒 29 1

武田　美穂 女 伊那市 身体2部 2
25m自由形 18秒 75 1 大会新記録
25mバタフライ 23秒 60 1

中東　郁葉 女 松本市 身体1部 25
50m自由形 29秒 36 1
50m背泳ぎ 32秒 09 1 大会新記録

木下　翔平 男 安曇野市 知的青年 26
25m自由形 13秒 34 4
50m平泳ぎ 38秒 97 3

小田切義貴 男 伊那保健 知的青年 26
25m背泳ぎ 15秒 66 3
50m背泳ぎ 34秒 17 3

小祝　千果 女 松本市 知的青年 26
25m自由形 15秒 85 1
50m平泳ぎ 41秒 31 1

アーチェリー
競技 花崎千恵子 女 長野市 身体2部 7 リカーブ30m

ダブルラウンド 552点 1

卓
球
競
技

伊藤　幸紀 男 松本ろう 身体1部 17 一般卓球 0勝 2敗 2点 3
山本　高之 男 東御市 身体1部 14 一般卓球 0勝 2敗 2点 3
吉田　和彦 男 木曽保健 身体2部 3 一般卓球 0勝 2敗 2点 3
小澤摩由美 女 塩尻市 身体1部 7 一般卓球 2勝 0敗 4点 1
塩島　洋平 男 松本市 知的青年 18 一般卓球 2勝 0敗 4点 1
安福　知香 女 上田保健 知的青年 18 一般卓球 0勝 2敗 2点 3

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
競
技

小林　　実 男 佐久市 身体2部 2
アキュラシー7m 5投 3
ディスタンス 22m90㎝ 6

小林　祐一 男 長野市 身体2部 2
アキュラシー7m 4投 7
ディスタンス 28m50㎝ 5

本藤　文雄 男 長野市 身体2部 2
アキュラシー7m 5投 5
ディスタンス 25m44㎝ 6

斧研つね子 女 伊那市 身体2部 2
アキュラシー5m 2投 7
ディスタンス 12m72㎝ 7

佐々木千代 女 飯田保健 身体2部 2
アキュラシー5m 5投 7
ディスタンス 17m80㎝ 5

内堀　　遼 男 佐久保健 知的青年 2
アキュラシー7m 3投 5
ディスタンス 37m10㎝ 5

田中　　葵 女 大町市 知的青年 2
アキュラシー7m 2投 8
ディスタンス 24m35㎝ 7

ボ
ウ
リ
ン
グ
競
技

金井　研二 男 松本市 知的壮年 - ボウリング 516点 6
木下　勝芳 男 飯田保健 知的青年 - ボウリング 468点 6
中野林太郎 男 塩尻市 知的青年 - ボウリング 490点 6
伊藤遼汰朗 男 松本養護 知的少年 - ボウリング 415点 4

この他の競技結果については、大会ホームページによりご確認下さい。
「http://fukui2018.pref.fukui.lg.jp/taikai/」
第 18回全国障害者スポーツ大会　正式競技・オープン競技　競技記録

強化合宿

個人競技選手は、９月 22日 ( 土 ) ～９月 23日 ( 日 ) の二日間、大会直前の
強化合宿として、長野県障がい者福祉センターに集まり、日程等の打合せや競
技種目ごとに監督・コーチから大会本番に向けて最終アドバイスを受けました。

結団式

長野県選手団は、大会の開会式前に補助競技場にて結団式を行いました。長
野県議会小林東一郎副議長より激励の言葉を頂き大月良則長野県健康福祉部長
より、宮本憲一選手団長へ県旗の授与があり、団長挨拶、主将の決意表明等の
セレモニーの後、開会式に臨みました。

アーチェリー

卓
球
競
技

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
競
技
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陸　上
陸上競技は福井県営陸上競技場（福井市）で開催され、男性 15名、女性６名が出場しました。参加者・
種目数が多い為早朝に宿を出発し、帰ってくるのも選手団の中で一番遅いなどとてもハードなスケジュール
をこなしました。陸上では金メダル４個、銀メダル 11個、銅メダル５個を獲得し、それぞれが力を発揮す
る素晴らしい結果となりました。

水　泳
水泳競技は敦賀市総合運動公園プール（敦賀市）で開催され、男性３名、女性３名が出場しました。金メ
ダル７個、銅メダル３個を獲得し、武田美穂選手・中東郁葉選手がそれぞれ大会新記録を出す大健闘をみせ
ました。
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アーチェリー
アーチェリー競技は福井市スポーツ公園サッカー場（福井市）で開催され、花崎千恵子選手が監督と二人
三脚で試合に臨み、金メダルを獲得しました。

卓　球
卓球競技はサンドーム福井（鯖江市）で開催され男性４名、女性２名が出場しました。金メダル２個、
銅メダル４個を獲得しそれぞれの選手が持てる力を発揮しました。
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フライングディスク
フライングディスク競技は三国運動公園陸上競技場（坂井市）で開催され、男性４名、女性３名が出場し
ました。大会１日目は強風に悩まされましたが、アキュラシーで銅メダル１個を獲得しました。

ボウリング
ボウリング競技はスポーツプラザWAVE40（福井市）で開催され男性４名が出場しました。ボウリング
場内は選手の気迫と各県の選手団の応援で、ものすごい熱気の中、選手は１球１球に集中していました。
惜しくもメダル獲得はなりませんでしたが、他県の選手とお互いのプレーを讃え合う姿は立派でした。
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平成 30年９月９日（日）、松本広域公園を中心会場として第
18回長野県障がい者スポーツ大会が開催されました。
個人競技は７競技（陸上・水泳・卓球・サウンドテーブルテニス・
アーチェリー・フライングディスク・ボウリング）、団体競技は
５競技実施されました。（車いすバスケットボール・ツインバス
ケットボール・知的バスケットボール・ソフトバレーボール・ゲー
トボール）
この大会より、卓球競技に精神障がいの区分が新たに加わり、
初開催にも関わらず約30名の参加者の方々が練習の成果を発揮
しました。
次年度の全国障害者スポーツ大会の選考大会にもなっている
為、皆さん全力を出して競技を行っていました。

また、再来年 (2020 年 ) の長野県障がい者スポーツ大会からは、さらにボッチャ競技が追加となります。
翌年(2021年 )全国障害者スポーツ大会三重大会より行われる競技ですので、ぜひ注目してみてください。
長野県障がい者スポーツ大会の開催要項並びに申込み受付は例年６月頃を予定しています。
詳しくは長野県障がい者スポーツなび（県ホームページ）をご覧ください。

今年もたくさんのご支援をいただき大会を終了することができまし
た。大会役員・ボランティアの皆様ありがとうございました。

第
だい

18回
かい

長
ながのけん

野県障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ大
たいかい

会

競
きょうぎ

技結
けっ か

果
団体競技（１位チームのみ）

団体競技 順位 チーム名
車いすバスケットボール １ 長野ＷＢＣ
ツインバスケットボール １ 信州流星クラブ
知的バスケットボール １ 諏訪サンダーバーズ
ソフトバレーボール １ Rainbow絆
ゲートボール １ 飯山市身体障害者福祉協会
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個人競技（１位のみ）
陸上
競技 所属 氏名 記録 備考

スラローム
佐久市 土屋　和之 1分 58秒 13
飯田保健 水野　一直 1分 11秒 44 大会新

50m

上田市 佐藤　萌恵 10秒 40
木曽保健 深澤　　享 12秒 56
伊那市 山元　勇太 1分 01秒 62 大会新
松本市 冨永　祥子 19秒 24
伊那市 萩村　　勲 11秒 55 大会新
佐久市 浅沼　直美 8秒 71 大会新
小諸市 臼田　　節 27秒 32 大会新
佐久保健 土屋　章治 14秒 03
安曇養護 山内　美月 8秒 56
安曇養護 斉藤　佳奈 8秒 63
飯田市 北澤　貴史 7秒 68
上田養護 武田　拓馬 7秒 13
長野市 長谷川　拳 7秒 77
長野市 長澤　龍香 9秒 53
塩尻市 太谷　和磨 7秒 85
飯田市 澤　　守道 8秒 39
小諸市 森田　政治 8秒 77
佐久保健 片桐　　円 10秒 74

100m

北信保健 片塩　　玄 16秒 69
安曇養護 和田　涼雅 14秒 48 大会新
飯田保健 伊藤　竜介 23秒 61 大会新
長野盲 小林　優互 15秒 53 大会新
長野盲 小宮山さや佳 17秒 78
松本ろう 多田　百花 16秒 00 大会新
松本ろう 滝澤　優斗 14秒 63
木曽保健 斧洞　春子 35秒 98
松本保健 小林　和久 15秒 74 大会新
飯田保健 松下　昭秀 36秒 44
茅野市 門脇　　大 12秒 26
安曇野市 太田　拓磨 13秒 55
松本養護 古平　　陸 12秒 54
松本養護 池田　瑠奈 17秒 13
松本養護 髙野　里緒 14秒 95
安曇養護 福田　秀泰 13秒 80
上田市 春原　優希 13秒 40
須坂市 井上　友博 12秒 91
大町市 山本　　舞 16秒 62
木曽保健 松村美智子 18秒 68
上田市 和田　利行 16秒 59
飯山市 神農　來英 18秒 99

200m

小諸市 塩川　美恵 1分 35秒 03
松本養護 菊浦　翔太 26秒 44
松本養護 遠藤　想大 27秒 80
安曇養護 臼井みゅう 32秒 70 大会新
上田市 石山　裕太 30秒 71
木曽保健 土屋　勝成 39秒 25

400m
松本養護 堀内　璃海 1分 24秒 88
上田養護 花見　竜哉 1分 04秒 37
長野市 児玉　知季 1分 08秒 11

800m
松本養護 寺島　丈貴 2分 40秒 61
塩尻市 村上　惇彦 2分 25秒 73

1500m

長野盲 三井　芽衣 8分 29秒 01
松本ろう 山田　雄也 5分 35秒 56
松本市 小林　　稔 5分 26秒 58 大会新
小諸市 塩川　昭彦 5分 33秒 67

1500m

伊那保健 植田　　剛 5分 49秒 49
佐久市 月岡　悠香 6分 28秒 21
松本養護 山田　勇佑 5分 01秒 04
佐久保健 市川　輝海 5分 21秒 93 大会新
上田保健 柳沢まゆみ 8分 56秒 96
佐久保健 小宮山昌彦 5分 52秒 89 大会新

4× 100
リレー 松本養護 しなの木教室Ａ 53秒 36 大会新

走高跳
松本ろう 伊藤　幸紀 1m28㎝ 大会新
小諸養護 田中　翔太 1m55㎝

走幅跳

松本盲 登玉　優希 5m30㎝ 大会新
松本ろう 原　　真弥 4m81㎝
松本養護 吉村　裕樹 4m61㎝
佐久保健 工藤　　恵 2m43㎝
長野市 佐藤　良治 4m96㎝
佐久保健 岡村　広生 3m27㎝

立幅跳

長野保健 仲俣　晴雄 1m37㎝
飯田保健 小笠原好一 1m34㎝
安曇野市 小林　隆男 1m56㎝
飯田保健 座光寺政勝 1m74㎝
佐久保健 依田　アキ 1m65㎝
小諸養護 斉藤　光希 2m47㎝ 大会新
松本保健 上條　雄策 2m43㎝
佐久市 桜井　智道 2m34㎝

砲丸投

佐久保健 中田　裕美 12m02㎝ 大会新
飯田保健 小木曽　茂 8m99㎝
長野保健 寺島　和夫 9m22㎝
佐久保健 小林春次郎 5m26㎝
飯田市 小林　一夫 6m98㎝
長野保健 白木磯次郎 4m03㎝
北信保健 岩渕　政一 5m65㎝

ソフト
ボール投

松本ろう 松田　祐真 20m27㎝
長野保健 丸山富貴子 10m05㎝
佐久市 岩下　久雄 27m74㎝
長野市 北澤　保代 11m51㎝
東御市 井出　一三 30m09㎝
佐久市 渡辺　重春 19m33㎝
長野市 望月　光秋 9m44㎝
長野市 元田　久美子 16m75㎝ 大会新
伊那市 木村　　保 24m97㎝
須坂市 宮澤　清香 9m23㎝
長野市 手島　慎一 19m39㎝
佐久市 柳沢はつ江 13m20㎝ 大会新
長野保健 北川よし子 9m60㎝ 大会新
安曇野市 曽山　邦子 18m17㎝
飯田保健 細田　英男 18m78㎝
飯田保健 関　　睦明 38m34㎝ 大会新
長野養護 石川　奈緒 32m01㎝
上田養護 山本　優也 65m33㎝
安曇養護 山内　星也 59m09㎝
木曽保健 青木　強至 61m64㎝
千曲市 畑　　彩香 10m16㎝
伊那市 平澤　真紀 14m92㎝
駒ヶ根市 米山　　豊 39m10㎝
駒ヶ根市 山岸　秀治 37m37㎝
須坂市 中島　修二 24m35㎝

ジャベリッ
クスロー

松本盲 中島　由貴 11m21㎝
上田市 髙山　琢人 6m96㎝ 大会新
上田保健 堀内富士枝 6m69㎝
飯田保健 加藤　　博 20m61㎝
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ジャベリッ
クスロー

上田保健 大庭　一修 21m31㎝
上田保健 岡崎華那子 6m09㎝
伊那市 唐澤　清明 16m11㎝
飯田保健 井原　　清 13m33㎝
長野市 中村　和正 6m31㎝
岡谷市 小口　栄一 4m58㎝
駒ヶ根市 北原　武夫 16m68㎝
安曇野市 曽山　長男 24m43㎝
北信保健 山本　達也 12m00㎝
千曲市 塚田　博史 15m75㎝ 大会新
千曲市 丸山三枝子 3m56㎝

水泳
競技 所属 氏名 記録 備考

自由形
25m

松本市 小岩井美智子 25秒 93
長野市 内山　一子 20秒 95
安曇養護 北村　莉子 26秒 61
松本養護 杉山　　聡 21秒 99
須坂市 丸山　洋史 19秒 55
塩尻市 松崎佳雅里 33秒 32
塩尻市 一之瀬篤弥 15秒 77
長野市 塚田　剛也 15秒 72 大会新
中野市 飯塚　美貴 23秒 19 大会新

背泳ぎ
25m

伊那市 北原　　伍 31秒 37
長野市 中澤　香七 27秒 33
千曲市 大塚　歩夢 42秒 50
飯田市 田中　允人 27秒 44
松本市 鈴岡　正之 33秒 72

平泳ぎ
25m

佐久市 上原美津江 32秒 31 大会新
塩尻市 南山　　駿 25秒 36
上田養護 土屋　輝記 21秒 47 大会新
長野市 石坂　　淳 40秒 46
駒ヶ根市 倉田　禎寛 21秒 44 大会新
長野市 関　　修司 39秒 47

バタフライ
25m

佐久保健 大澤久美子 34秒 06
長野市 池田　圭佑 17秒 73
北信保健 本間　美妃 22秒 30 大会新

自由形
50m

長野盲 髙梨　祥平 36秒 45 大会新
松本市 岩原　桃香 32秒 05
長野ろう 宮腰　　翔 32秒 70
松本市 松尾　穂高 1分 08秒 02 大会新
伊那市 武田　美穂 45秒 23 大会新
茅野市 海野　　東 51秒 98
松本市 戸部　　治 55秒 85
飯田保健 前田　大介 41秒 33
長野養護 花岡　竜哉 32秒 76
安曇養護 西山　翔一 35秒 73
長野保健 踏分　伸悟 35秒 61
大町保健 黒田　光輝 1分 00秒 32

背泳ぎ
50m

上田養護 清水　開斗 57秒 77
伊那保健 小田切義貴 37秒 51

平泳ぎ
50m

北信保健 市川　紀歩 54秒 38
飯田市 前島　悠人 52秒 34
諏訪養護 前川　直輝 42秒 68
松本市 小祝　千果 42秒 35 大会新
安曇野市 木下　翔平 39秒 97
長野市 山口　　強 58秒 73 大会新

バタフライ
50m

長野市 池本　夏綺 52秒 09
松本市 畑　　遼一 38秒 25 大会新
長野市 長原　昭子 1分 13秒 70

200 ｍ
Mリレー

ウルトラ・
スターズＡ 2分 37秒 32

200ｍ
Fリレー1組

ウルトラ・
スターズＣ 3分 04秒 59

200ｍ
Fリレー2組 サンクラブＡ 2分 35秒 94

卓球
競技 所属 氏名 記録 備考

卓球

塩尻市 小澤摩由美
須坂市 中島　拓哉
長野市 久保田有紀
東御市 山本　高之
松本ろう 知念　姫乃
松本ろう 根本　大暉
松本市 米倉やす子
上田市 大久保治男
伊那保健 有賀美三子
飯田保健 高橋　正也
長野市 石井さゆり
上田市 西川　洋美
長野市 小林　清吾
長野市 近藤　裕之
小諸市 太田美奈代
松本保健 上條　房人
伊那市 諸田　博章
上田市 工藤　修士
諏訪市 北原　一司
須坂市 青木　二子
長野養護 渡辺　麗菜
松本養護 宮川　翔太
諏訪養護 赤池　麗也
飯田養護 片桐モイセス
飯田養護 宮嶋　　瞳
小諸養護 小林　雄哉
飯田保健 菅沼　友輝
上田市 春原　彩花
安曇野市 上條　允照
上田保健 星沢　康幸
長野市 青木　まみ
上田市 高橋　君則
伊那保健 浦野　正紀
伊那市 重盛　　哲
茅野市 五味　弘昌
伊那養護 清水　高士

サウンドテーブルテニス
競技 所属 氏名 記録 備考

サウンド
テーブルテニス

茅野市 小平　嘉清
茅野市 河田　理花

アーチェリー
競技 所属 氏名 記録 備考

30ｍ
ダブル
リカーブ

上田市 石井健太郎 608点
上田市 久保　智子 589点 大会新
安曇野市 市川　光雄 567点
長野市 花崎千恵子 622点 大会新

50m・30m
リカーブ

長野市 成竹　精一 331点
塩尻市 髙砂　佳紀 475点
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フライングディスク（アキュラシー）
競技 所属 氏名 記録 備考

座位 5m
木曽保健 今野　　進 5投
駒ヶ根市 松村　英城 6投

立位 5m

伊那市 斧研つね子 5投
駒ヶ根市 藤井　雅徳 7投
飯田保健 木下　茂利 8投
飯田市 小木曽　修 6投
東御市 荻原モト江 1投
飯田保健 佐々木千代 5投
中野市 柴本美智子 7投
岡谷市 大和　邦彦 6投
飯田保健 淺岡　忠雄 8投
飯田市 伊原　耕作 7投
中野市 柴本　　隆 10投
長野保健 廣田　　勝 6投
飯田保健 古田　爲則 6投
安曇野市 藤巻　和司 7投
飯田市 宮沢　雄大 5投
稲荷山養護 眞嶋　慶次 7投
松本養護 小柴　佳奈 7投
松本養護 森本　佳奈 6投
小諸市 高橋　光希 7投
北信保健 小林　剛司 8投
大町保健 田中　優実 8投
須坂市 曽我　美加 5投
佐久保健 笹沢　智人 6投
松本市 青木　佳代 7投
塩尻市 内山　由香 4投
長野保健 石田　敏子 5投
佐久保健 谷川みち子 8投
駒ヶ根市 濱　　克治 6投
飯田市 堀田　孝之 8投
飯田市 原　　　誠 9投
佐久保健 丸山　善彦 9投

座位 7m 木曽保健 原　　俊明 1投

立位 7m

上田市 熊谷きのえ 3投
松本養護 姥貝　京芳 4投
長野養護 和田　梨来 3投
飯田保健 細田　千秋 1投
飯田保健 蒲　　啓介 5投
佐久保健 澤野　正三 5投
安曇野市 濱　　利和 3投
諏訪保健 小林　照秀 6投

フライングディスク (ディスタンス )
競技 所属 氏名 記録 備考

座位 5m
木曽保健 今野　　進 18m71㎝
駒ヶ根市 松村　英城 23m84㎝

立位 5m

長野市 加藤　璃乃 43m50㎝
安曇野市 藤巻　和司 40m81㎝
中野市 柴本美智子 36m44㎝
伊那保健 重盛すみ子 13m97㎝
東御市 高藤　恵子 16m66㎝
東御市 栁沢とよ子 21m33㎝
飯田保健 下条和久里 16m62㎝
茅野市 大和　　清 46m57㎝
松本市 安藤　一郎 39m75㎝
飯田市 小木曽　修 31m00㎝
大町保健 飯島　忠一 25m31㎝

立位 5m

飯田保健 淺岡　忠雄 31m09㎝
飯田市 伊原　耕作 26m80㎝
長野市 山岸　　泰 23m36㎝
東御市 栁沢　芳夫 17m10㎝
松本養護 小柴　佳奈 39m40㎝
松本養護 森本　佳奈 21m75㎝
木曽養護 松村　隆也 27m52㎝
稲荷山養護 眞嶋　慶次 44m30㎝
上田保健 相馬　朋未 39m47㎝
諏訪保健 折井　政智 28m52㎝
北信保健 小林　剛司 32m21㎝
長野市 山田　翔太 26m08㎝
飯田保健 渋谷　知加 14m55㎝
長野保健 関口　友子 20m88㎝
佐久保健 羽柴富久美 17m12㎝
佐久保健 相馬　　強 23m84㎝
飯田市 村松　信司 21m34㎝
飯山市 竹田　光一 47m27㎝
上田保健 坪沼　二郎 37m21㎝
木曽保健 田中　　廣 22m01㎝

座位 7m 木曽保健 原　　俊明 25m30㎝

立位 7m

長野市 本藤　文雄 24m52㎝
松本養護 姥貝　京芳 21m16㎝
松本養護 石曾根健一 35m69㎝
飯田保健 細田　千秋 28m13㎝
佐久保健 内堀　　遼 36m61㎝
木曽保健 金指　邦子 14m89㎝
佐久保健 澤野　正三 33m45㎝
安曇野市 濱　　利和 20m60㎝

ボウリング
競技 所属 氏名 記録 備考

ボウリング

安曇養護 渋田見茉子 203点
長野養護 古平　大輝 243点
松本養護 二井　雄斗 258点
松本養護 百瀬　颯人 370点
佐久市 森泉　花菜 209点
松本市 岡田　花純 287点
飯田保健 中村　　拓 335点
北信保健 中村　　衛 267点
松本市 木下　哲史 264点
塩尻市 中野林太郎 277点
北信保健 児玉　富愛 155点
長野市 浜野香代子 175点
伊那市 宮下　信子 156点
松本市 大槻久見子 225点
佐久市 山崎　拓真 377点
千曲市 高橋　　智 263点
上田市 渡辺　文博 275点
松本市 岩垂　竜也 369点
塩尻市 田中　真一 253点
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平
へいせい

成 30年
ねん

度
ど

　初
しょきゅう

級障
しょう

がい者
しゃ

スポーツ指
しどういん

導員　
養
ようせい

成研
けんしゅうかい

修会開
かいさい

催
平成 30年７月７・８日（土・日）、28・29日（土・
日）の４日間、安曇野市堀金公民館、堀金総合体
育館にて初級障がい者スポーツ指導員養成研修会
が行われました。今年は 16名の方が受講を修了
し、初級指導員の認定を受けました。講義では、
障がい者の状況や、指導員に必要な知識、応急手
当等を学びました。さらにグループワークでは、
グループで話し合い新しいスポーツを作り、柔軟
な発想や、『相手の立場に立って考えてみる』と
いうことを学びました。
実技では、車いすバスケットボールを体験しました。初めは「私には無理…」と弱気な声も聞こえ
てきましたが、参加者同士声を掛け合いながら徐々に前向きになっていき、最後には楽しそうに実践
する姿が見られました。実際に車いすに乗ってスポーツをしてみて、見ているだけでは気づかなかっ
た発見が沢山ありました。何より「出来るかは分からないけど、とにかくやってみよう」という気持
ちが大切だという事を学びました。
修了された皆様、障がい者スポーツの振興と発展の為ご協力をお願いします。
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キッズ支
し え ん

援事
じぎょう

業報
ほうこく

告
　野
やきゅう

球教
きょうしつ

室　
信濃グランセローズの皆さまにご協力頂き、野球教室を開催しました。
今年度は５月 15日（火）に県立こども病院を訪問したほか、６月６日（水）には須坂支
援学校で野球教室を行いました。選手と一緒に準備体操・キャッチボール・バッティングな
どを行いました。野球はもちろん、教室終了後にはサインをもらったり、写真撮影をしたり、
選手との交流も楽しむことができました。

■　こども病院　５月 15日（火）
こども病院を訪問し病室や院内学級を回りこどもたちと交流しました。こども
達から質問を受けたり写真を撮ったり、少しの時間でしたが野球やグランセロー
ズの選手と触れ合いこども達の笑顔を見ることができました。

■　須坂支援学校　６月６日（水）
中学部の生徒 15人が参加しました。
最初に選手と準備体操を行い、キャッチボールやバッティングの指導を受けたり、選手の実演を間
近で見たりしました。バッティング練習では選手が守備に入り、生徒に大きな当たりがでるとみんな
で大変盛り上がっていました。野球教室の終わりにはみんなで写真撮影をしたり、選手が帽子にサイ
ンしたりと楽しい時間を過ごしました。
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サマーキャンプ

８月４日（土）・５日（日）の２日間、長野県障がい者福祉センター「サンアップル」に
てサマーキャンプを開催しました。11人の参加者と共に１日目はスポーツ体験会、２日目
は水泳を行いました。参加者の中には初めて家族と離れての宿泊にチャレンジする人もいま
したが、２日間のスポーツ体験をみんなで楽しく終えることができました。
ご参加いただいた皆様、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

１日目のスポーツ体験教室では、スラローム・
ボッチャ・フライングディスク・ヒットだター
ゲット・ディスクゴルフ・わなげの６種目を体
験しました。

２日目の水泳は２グループに分かれて指導を
受けました。
宝探しをしたり、輪の中をくぐったり、けの
びやクロールに挑戦したり、それぞれのレベル
で頑張りました！

● とても楽しかったようでした。他の学校の子達と交流でき良い経
験をさせて頂きました。また来年も参加させて頂ければと思って
います。

～参加者の感想～
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今
こんご

後の予
よて い

定

　キッズ支
しえん

援事
じぎょう

業　チアダンス教
きょうしつ

室・発
はっぴょう

表　

第
だい

40 回
かい

長
ながのけん

野県障
しょう

がい者
しゃ

スキー大
たいかい

会

バスケットボールチーム信州ブレイブ

ウォリアーズのチアリーディングチーム

“J
ジ ャ ス パ ー ズ

ASPERS”の皆さんによるチアダンス教

室です。みんなで一緒にチアダンスを踊りま

しょう！練習の成果を２月 10 日（日）にホ

ワイトリングでダンスを披露する予定です！

信州ブレイブウォリアーズの試合前に行われ

る知的バスケットボールの試合のハーフタイ

ムでダンスを行います。ダンス教室・発表は

家族の皆さんも参加できます。詳細は今後協

会のホームページ等でお知らせします。

大会前日の２月２日（土）午後に体験教室も開催

します。

スキーを始めたい方、上達したい方はご参加くだ

さい。

今回もたくさんの選手皆さんの参加をお待ちして

おります！

教室：平成 31年１月 27日（日）13時～ 15時
ダンス発表：平成 31年２月 10日（日）（予定）

平成 31年２月３日（日）
会場：飯綱高原スキー場
参加資格： 県内に居住する 13歳以上

の障がいのある方

2027 年（平成 39年）に県内で開催予定の、第 82回国民スポーツ大会（国体）と第 27回全国障

害者スポーツ大会（全スポ）に向け、長野県準備委員会常任委員会（理事長：副委員長、副理事長：委員）

は 11月９日、長野市内で会合を開き、松本市の県松本平広域公園にある陸上競技場を総合開閉会式

場として正式決定しました。続いて開いた総会で報告されました。

長
ながの

野国
こくたい

体・全
ぜん

スポの開
かいへい

閉会
かいしき

式松
まつもと

本に正
せいしき

式決
けってい

定
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キッズ支
しえん

援事
じぎょう

業　ウィンターキャンプ

第
だい

15 回
かい

長
なが の

野車
くるま

いすマラソン大
たいかい

会

ご家族の皆さんで一緒に参加できま

す。一緒にスノー

スポーツを体験し

ましょう！

今回で第 15回となる長野車いすマラソン大会

に出場する選手の募集が始まっています。（募集

締切り平成 31年１月 18日（金））

長野マラソンと同時刻スタート、コースを一

部併用することで、さらなる障がい者スポーツ

の振興と障がい者の社会参加の促進に寄与する

ことを目指しています。

全国から集まる車いすランナーへ沿道での精

一杯の応援をお願いします !!

平成 31年２月 16・17日（土・日）
開催場所：車山高原スキー場

１泊２日でウィンターキャンプを行います。スキー・バイスキー・チェアスキーをや

りたい方お集まりください！

参加資格：県内に居住する18歳以下（高校生まで）の障がい児・者とその家族
募集人数：15組　最大 45名まで　応募多数の場合は抽選を行います。

平成 31年４月 21日（日）8:30 スタート
ハーフマラソン（21.0975km日本陸連公認コース）
【START】長野赤十字病院前交差点（長野市若里）
【FINISH】長野オリンピックスタジアム前（長野市篠ノ井東福寺）

フォトコンテスト募集期間：平成 31年４月１日（月）～４月 30日（火）必着
あて先：長野車いすマラソン大会事務局　〒 381-0008　長野市下駒沢 586
たくさんのご応募お待ちしております !!

長野車いすマラソン大会フォトコンテスト開催
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温かいご支援ありがとうございます。

協会では会員を募集しています。障がい者スポーツにご理解とご協力をお願い致します。

賛助会員　個人　3,000円 賛助会員　団体　10,000円

※当協会に対する賛助会費は、個人、法人それぞれに税法上の優遇措置が適用されます。

次の方々にご加入いただいております。 敬称略50音順・平成30年 11月 18日現在

（会員名公表可の方のみ掲載しています）

皆様からいただいた会費は、当協会が行う障がい者スポーツの普及・振興のための事業に活用させていた

だいております。引き続き変わらぬご支援をお願い申し上げます。

赤尾正洋 北島文雄 関紘一 町田正

浅沼直美 北島洋子 瀬在秀雄 町田浩康

荒木武貴 北村淳子 瀬戸斉彦 松尾勝永

有水聖貴 倉石順子 袖山真澄 松田訓広
（弁当の松田）

飯田えい子 倉沢恒雄 田上仁 松林正幸

五十嵐景子 黒岩丈幸 高池武文 松本馨代

池田純 桑原侃道 竹田光一 丸山雅清

伊澤喜久子 監物直美 立岩久忠 三澤拓

伊東一雄 神戸正則 田中功一 水野　耕平
　　・泰子

伊藤利博 小林和照 谷川みち子 三村一郎

今清水康恵 小林隆男 田畑文徳 宮腰憲幸

岩松綾香 小林春次郎 塚田武徳 宮沢いく子

上原荘司 小林稔 塚田なおみ 宮沢武利

上原孝雄 小林靖雄 土屋慶子 宮野尾修三

植松美千代 小松昌久 戸田智万 宮本憲一

内村孝英 小山高幸 中田たか子 村上正之

内山清 斎藤あや子 中塚誠 村松保男

内山充栄 酒井雅木 永原弘康 守屋正造

浦野憲一郎 坂本君夫 仲俣晴雄 矢野勤

江口昭枝 桜井一男 成竹精一 山岸功

大角貞夫 佐々木正雄 羽毛田康子 山口駿

大谷洋 笹田久夫 羽柴富久美 山口由華

大谷悠治 佐藤佐紀 長谷川誠 山崎芳弘

小笠原節夫 佐藤則之 半田直道 山田秀光

小坂利雄 沢野正三 東美智子 山本加奈子

小野智子 篠田直毅 平林正安 山本杉樹

春日光雄 清水久美子 蕗沢正紀 山本太一

上條房人 清水剛一 藤沢広信 由井正巳

神代由紀代 清水広邦 古澤明雄 横林和俊

唐木弘子 霜田純子 古田芙士 吉田勝光

唐沢清明 杉山暁人 踏分伸吾 渡辺孝次

刈間靖
(松本養護学校同窓会会長 ) 須坂喜江 堀内六十三 渡辺進

北沢榮一郎 鈴木文雄 増尾和久

ＡＢＣ株式会社 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

ＪＡＭ多摩川精機労働組合 社会福祉法人ながのコロニー

JA長野中央会・各連合会・各県本部 新光電気労働組合

NPO法人あさまハイランドスポーツクラブ 須高建設株式会社

NPO法人スポーツコミュニティ軽井沢クラブ 諏訪信用金庫

浅間技研工業株式会社 双信電機株式会社

飯田信用金庫 第一生命保険株式会社　長野支社

一般社団法人安曇野市医師会 高沢産業株式会社

一般社団法人上伊那医師会 千曲川ロータリークラブ

一般社団法人上水内医師会 中央プリント株式会社

一般社団法人木曽医師会 電機連合長野地方協議会

一般社団法人更級医師会 トヨタカローラ南信株式会社

一般社団法人塩筑医師会 長野県商工会連合会

一般社団法人諏訪郡医師会 長野県信用金庫協会

一般社団法人長野県理学療法士会 長野県労働金庫

一般社団法人松本市医師会 長野信用金庫

医療法人林整形外科医院 長野ツーリスト株式会社

上田信用金庫 長野電子工業株式会社

株式会社アイデスク 中野土建株式会社

株式会社杏花印刷 長野都市ガス株式会社

株式会社いとう 長野トンボ株式会社

株式会社エムウェーブ 長野日野自動車株式会社

株式会社荻野屋　長野店 長野三菱自動車販売株式会社

株式会社サンタキザワ 長野ライオンズクラブ

株式会社高木酒店（酒のスーパータカぎ ) 鍋林株式会社

株式会社武重商会 日本労働組合総連合会長野県連合会

株式会社電算 八十二システム開発株式会社

株式会社トーエネック長野支店 八十二リース株式会社

株式会社ながのアドビューロ 半田社会保険労務士事務所

株式会社長野銀行 東日本電信電話株式会社　長野支店

株式会社ながの東急百貨店 ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社　総務部　総務課

株式会社バディー プレステージ株式会社

株式会社前川レジャーシステム フレックスジャパン株式会社

株式会社マナテック ペンション　マ・メゾン

株式会社安井建設 北信身体障害者福祉協会

株式会社ユタカ ホクト株式会社

上伊那農業協同組合　総務企画部　人事教育課 北陽建設株式会社

キッセイ薬品株式会社 北陸コカコーラボトリング (株 ) 広報環境部　長野県担当

国際ソロプチミスト長野 -みすず ホテル信濃路

佐久ロータリークラブ 松本ガス株式会社

信濃医療福祉センター 松本信用金庫

信濃毎日新聞社 松本ハイランド農業協同組合

しなのメイト株式会社 南木曽発条株式会社

社会医療法人恵仁会 名鉄観光サービス株式会社

賛助会員（個人） 賛助会員（団体）

公益財団法人　長野県障がい者スポーツ協会
〒381-0008　長野市大字下駒沢586　TEL：026-295-3661 FAX：026-295-3662
E-mail: info@nsad.or.jp　URL:https://www.nsad.or.jp/
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