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　平成29年10月28日（土）から30日（月）まで、愛媛県で第17回全国障害者
スポーツ大会「愛顔つなぐえひめ大会が開催されました。長野県からは個人競
技38名の代表選手が出場しました。３日間の大会を通じて、各会場で熱戦を
繰り広げ、金７個・銀13個・銅12個の合計32個のメダルを獲得し、大会新記
録を１つ残しました。出場選手の成績は以下の通りです。

●「愛顔つなぐえひめ大会」長野県選手団　個人競技記録

〜君は風　いしづちを駆け　瀬戸に舞え〜

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

浅沼　直美 男 佐久市 身体	
2部 1 50m 台風により中止

立幅跳 1m98 3

曽山　長男 男 安曇野市 身体	
2部 27 ジャベリックスロー 25m34 3

砲丸投 9m18 6

中村　晃大 男 松川村 身体	
1部 27 100m 12秒00 2

走幅跳 6m16 1

中山　　龍 男 長野市 身体	
1部 27 ジャベリックスロー 48m86 3

100m 13秒88 8

細江　敏裕 男 松川町 身体	
2部 1 ジャベリックスロー 23m64 2

砲丸投 台風により中止

渡辺　重春 男 佐久市 身体	
2部 5 砲丸投 台風により中止

ソフトボール投 21m67 3

小宮山さや佳 女 坂城町 身体	
1部 26 立幅跳 1m85 2

100m 17秒35 7

冨永　祥子 女 松本市 身体	
1部 22 50m 台風により中止

ソフトボール投 4m61 6

中田　裕美 女 軽井沢町 身体	
1部 27 砲丸投 11m68 1 大会新記録

ソフトボール投 41m45 2

青木　強至 男 木曽町 知的	
少年 28 ソフトボール投 台風により中止

100m 14秒39 8

太田　拓磨 男 安曇野市 知的	
少年 28 200m 28秒15 8

100m 13秒36 7

門脇　　大 男 茅野市 知的	
少年 28 走幅跳 4m99 2

100m 11秒83 1

髙木　健太 男 千曲市 知的	
青年 28 50m 台風により中止

走幅跳 台風により中止

山口　裕司 男 長野市 知的	
少年 28 50m 台風により中止

走幅跳 4m33 5

臼井みゅう 女 安曇野市 知的	
少年 28 200m 34秒32 6

50m 台風により中止

門脇　　恵 女 茅野市 知的	
少年 28 200m 31秒10 3

100m 15秒50 3

内藤　明菜 女 長野市 知的	
少年 28 立幅跳 1m95 3

100m 15秒37 6

門脇　　恵 女 茅野市 知的	
少年 28

4×100m 51秒97 3
門脇　　大 男 茅野市 知的	

少年 28

髙木　健太 男 千曲市 知的	
少年 28

山口　裕司 男 長野市 知的	
少年 28
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水
泳
競
技

宮腰　　翔 男 長野市 身体	
1部 26 25m自由形 15秒23 2

50m自由形 35秒25 6

笠原ゆかり 女 長野市 身体	
1部 18 50m自由型 51秒08 2

50m背泳 1分05秒90 2

塚田　剛也 男 長野市 知的	
壮年 27 25m自由形 16秒08 2

25mバタフライ 19秒02 1

花岡　竜哉 男 長野市 知的	
少年 27 25m自由形 14秒42 5

50m自由形 32秒19 5

長原　昭子 女 長野市 知的	
壮年 27 25mバタフライ 35秒39 2

50m背泳 1分16秒02 3
アーチェリー	

競技 小田切晶子 女 中野市 身体	
2部 4 コンパウンド	

50/30ラウンド 193点 1 1/2ラウンド

卓
球
競
技

近藤　裕之 男 長野市 身体	
2部 9 一般卓球 1勝2敗4点 1

宮原　善行 男 千曲市 身体	
2部 6 一般卓球 0勝3敗3点 1

大島　捷子 女 高森町 身体	
2部 4 一般卓球 1勝2敗4点 2

小林　雄哉 男 小諸市 知的	
少年 18 一般卓球 0勝3敗3点 4

宮嶋　　瞳 女 下條村 知的	
少年 18 一般卓球 1勝1敗3点 2

フ
ラ
イ
ン
グ
デ
ィ
ス
ク
競
技

柴本　　隆 男 中野市 身体	
2部 2 アキュラシー5 10/10 3

ディスタンス 34m91 3

竹田　光一 男 飯山市 身体	
2部 2 アキュラシー5 8/10 6

ディスタンス 37m55 2

中田　一雄 男 飯田市 身体	
2部 2 アキュラシー7 6/10 3

ディスタンス 35m46 5

進藤みつき 女 富士見町 身体	
2部 2 アキュラシー5 4/10 8

ディスタンス 12m36 6

沢野　正三 男 軽井沢町 知的	
壮年 2 アキュラシー5 5/10 7

ディスタンス 31m74 5

小日向　薫 女 安曇野市 知的	
壮年 2 アキュラシー5 5/10 7

ディスタンス 18m66 5

小柴　佳奈 女 松本市 知的	
少年 2 アキュラシー5 6/10 5

ディスタンス 29m07 4
ボ
ウ
リ
ン
グ
競
技

斎藤伸次郎 男 塩尻市 知的	
壮年 1 ボウリング 557点 4

山崎　拓真 男 小諸市 知的	
青年 1 ボウリング 586点 6

浜野香代子 女 長野市 知的	
壮年 1 ボウリング 341点 6

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://www.ehimekokutai2017.jp/taikai/」
　第17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

  記録会  
　昨年の県大会の記録を参考に、全国大会に選考された個人競技候補者は、５月27日（土）〜28日（日）
の二日間、長野県障がい者福祉センターに集まり、現状でのレベルを測定し、監督・コーチからレベルアッ
プのアドバイスを受けました。

  強化合宿  
　個人競技選手は、９月30日（土）〜10月１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、大会の開会式前日に宿泊施設にて結団式を
行いました。長野県議会諏訪光昭副議長より激励の言葉を頂き
山本英紀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、
翌日の開会式に臨みました。
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  陸　上  
　陸上競技は愛媛県総合運動公園陸上競技場（松山市）で開催され、男性11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。砲丸投の中田裕美選手は自己記録を更新しての大会新、リレーでは３位となり、
長野県では11年ぶりにメダルを獲得するという素晴らしい結果を残しました。

  卓　球  
　卓球競技は松前公園体育館、松前総合文化センター（松前町）で開催され男性３名、女性２名が出場しま
した。金メダル２個、銀メダル２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西条市ひうち陸上競技場（西条市）で開催され、男性４名、女性３名が出場し
ました。雨天での競技となる中、銀メダル１個、銅メダル３個を獲得しました。

  水　泳  
　水泳競技は松山中央公園（アクアパレット松山（松山市））で開催され、男性３名、女性２名が出場しま
した。金メダル１個、銀メダル５個、銅メダル１個を獲得する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今治市宮窪石文化運動公園（今治市）で開催され、小田切　晶子選手が監督と二人三
脚で試合に臨みました。アーチェリーも雨の中での競技となりましたが、金メダルを獲得しました。

  ボウリング  
　ボウリング競技はキスケボウル（松山市）で開催され男性２名、女性１名が出場しました。ボウリング場
内は選手の熱気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29年９月10日（日）、松本広域公園を中心会場として第17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）
　今年は県内の選手1305名の選手が参加しそれぞれ練習の成果を発揮
しました。

　この大会は、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、来年の長野県障がい者スポ
ーツ大会は開催種目が新しくなります。追加種目として卓球（精神障がい）が新たに加わります。
長野県障がい者スポーツ大会の開催要項の発表並びに申込み受付は平成30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17回長野県障がい者スポーツ大会の開会式において、平成28年度障がい者スポーツ選手知事表
彰の授賞式が行われ、今年度は１名の方が受賞され開会式で表彰を行いました。
　障がい者スポーツ選手知事表彰は全国規模の大会で優秀な成績を収めた方々に授与されます。
三井選手知事表彰受賞おめでとうございます！！

三井芽衣選手
（長野盲学校）

第16回全国障害者スポーツ大会
陸上女子50m　大会新記録で優勝

●団体競技（１位チームのみ）
団体競技 優勝チーム名

車いすバスケットボール 長野WBC
ツインバスケットボール 飯田パピッツ
知的バスケットボール 東御ボンバーズ
ソフトバレーボール Rainbow絆
ゲートボール 阿南町身体障がい者福祉協会

第17回長野県障がい者スポーツ大会競技結果

第17回
長野県障がい者スポーツ大会

三井　芽衣選手　障がい者スポーツ選手知事表彰
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●個人競技（１位のみ）
陸上
種　目 所　属 氏　名 記　録 備　考

スラローム
長野保健 谷田邉喜美子 3'27"53 大会新
佐久市 土屋　和之 1'36"31
飯田保健 水野　一直 1'22"06

50m

伊那保健 山元　勇太 1'04"11 大会新
松本市 冨永　祥子 16"45 大会新
佐久保健 土屋　章治 12"65 大会新
安曇養護学校 金澤　　涼 7"78
上田養護学校 武田　拓馬 7"38
松本養護学校 古平　　陸 7"05
安曇養護学校 臼井みゅう 8"19 大会新
安曇養護学校 斉藤　佳奈 8"65
安曇養護学校 宮尾　美幸 8"71
上田市 湶　　遼河 7"56
岡谷市 佐藤　由明 8"28
長野市 長澤　龍香 9"54
飯田市 澤　　守道 8"15
小諸市 森田　政治 8"66
佐久保健 片桐　　円 10"62
長野保健 羽入田佐代子 12"85
伊那市 萩村　　勲 12"12
木曽保健 深澤　　享 12"50
飯田保健 原　　孝子 27"37

100m

佐久市 岩下　久雄 17"81
花田養護学校 名古　康介 39"91
北信保健 片塩　　玄 16"40
松本保健 小林　和久 15"86
安曇養護学校 和田　涼雅 15"75 大会新
飯田保健 伊藤　竜介 26"68 大会新※新区分

長野盲学校 小林　優互 15"55 大会新※新区分

長野盲学校 小宮山さや佳 17"22 大会新※新区分
松本ろう学校 原　　真弥 13"81
松本ろう学校 原口明日香 16"32 大会新
飯田養護学校 平井　龍哉 12"50
茅野市 門脇　　大 11"90
松本養護学校 茅野ゆうた 12"68
松本養護学校 野村　光真 13"16
稲荷山養護学校 内藤　明菜 15"30
茅野市 門脇　　恵 14"83 大会新
佐久保健 岩井　竜太 17"01
須坂市 井上　友博 12"84
大町市 山本　　舞 16"77
佐久保健 鳴澤　嘉彦 16"89
北信保健 畔上　博仁 19"80
木曽保健 松村美智子 20"47
飯田保健 松下　昭秀 35"16
長野市 青沼　健一 20"45

200m

小諸市 塩川　美恵 1'39"58
飯田保健 原　　雄輝 27"97
千曲市 西澤沙也香 43"26
小諸市 小川　　稔 30"40
上田市 竹内　麻未 54"43
木曽保健 土屋　勝成 39"01

400m
上田養護学校 花見　竜哉 1'07"70
長野市 霜田　勇樹 1'10"00
塩尻市 宮沢　　恵 2'15"84

800m

松本養護学校 田中　　仁 2'24"11
松本養護学校 堀内　璃海 3'24"24
塩尻市 村上　惇彦 2'24"33 大会新
飯田保健 串原　寿美 3'41"11

1500m

飯田保健 長谷部浩幸 13'22"57 大会新
長野盲学校 三井　芽衣 7'55"34 大会新※新区分

松本市 小林　　稔 5'30"71 大会新※新区分

小諸市 塩川　昭彦 5'26"39 大会新※新区分
松本ろう学校 花岡　智史 5'23"15
安曇養護学校 若林　辰朗 4'49"19
松本養護学校 山田　勇佑 5'23"54
飯山養護学校 廣瀬　若菜 6'37"80
佐久保健 市川　輝海 5'39"76
上田保健 柳沢まゆみ 8'25"45
佐久保健 小宮山昌彦 6'39"10

4×100
リレー

安 曇 養 護 56"04
松本養護B 59"13

走高跳 小諸養護学校 田中　翔太 1m58 大会新

走幅跳

松本養護学校 髙砂　　頼 5m09
中野市 山口　滉矢 5m17
佐久保健 工藤　　恵 1m55
松本盲学校 登玉　優希 5m08 大会新※新区分
大町保健 中村　晃大 6m19
佐久保健 岡村　広生 3m30

立幅跳

小諸養護学校 土屋　竜一 2m11
小諸養護学校 小野澤りな 1m83
松本保健 上條　雄策 2m62 大会新
佐久市 櫻井　智道 2m33
安曇野市 小林　隆男 1m69
飯田保健 座光寺政勝 1m77
佐久市 浅沼　直美 2m02
飯田保健 市原すみ子 1m27

砲丸投

佐久保健 中田　裕美 11m08
飯田市 小林　一夫 7m38
飯田保健 小木曽　茂 9m20
駒ヶ根市 北原　武夫 8m35 大会新※新区分
佐久保健 小林春次郎 5m63
長野保健 寺島　和夫 8m28
北信保健 岩渕　政一 5m96 大会新※新区分
北信保健 冨澤　悦子 4m35

ソフト
ボール投

上田養護学校 山本　優也 50m75
木曽保健 青木　強至 62m05
小諸養護学校 黒岩　昂志 57m48
長野養護学校 有賀　愛莉 22m02
上田市 齋藤　勇気 69m46 大会新
茅野市 中山　信忠 43m76
千曲市 畑　　彩香 14m45
駒ヶ根市 米山　　豊 34m86
駒ヶ根市 山岸　秀治 34m45
須坂市 中島　修二 27m65
飯田保健 岩村　美幸 12m40
千曲市 瀧澤　佳世 2m72
長野市 青沼さや香 27m78
飯田保健 細田　英男 19m57
伊那市 北原　久年 24m24
伊那市 木村　　保 27m10
佐久市 渡辺　重春 21m07
須坂市 髙橋　二郎 22m58
長野市 須坂　修一 26m15
長野市 望月　光秋 9m10
長野市 手島　慎一 18m49
北信保健 丸山　一成 13m24 大会新※新区分
安曇野市 曽山　邦子 17m30
飯田保健 宮嶋　淑子 9m98
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ソフト
ボール投

須坂市 岡村　幾子 8m05
須坂市 宮澤　清香 9m22
長野市 酒井　典子 6m02
長野市 元田久美子 13m28
長野保健 丸山富貴子 11m11
長野保健 北川よし子 9m23 大会新※新区分

北信保健 小林　良江 6m83 大会新※新区分
北信保健 山田　侑子 12m46

ジャベリッ
クスロー

伊那養護学校 中川　波音 20m02
長野市 山田　翔太 16m94
千曲市 久保　美保 9m11 大会新
塩尻市 長瀨理恵子 7m15 大会新
安曇野市 矢口　幸博 4m94
中野市 髙山　琢人 6m92
長野ろう学校 中山　　龍 50m76
安曇野市 曽山　長男 25m18 大会新
飯田保健 細江　敏裕 23m02 大会新
飯田保健 井原　　清 14m94 大会新
飯田保健 相川　　久 19m18 大会新
伊那市 唐澤　清明 16m73
上田保健 大庭　一修 21m10
岡谷市 小口　栄一 9m81
飯田保健 小林ヤス子 10m02
上田保健 堀内富士枝 8m24

水泳
種　目 所　属 氏　名 記　録 備　考

自由形
25m

長野養護学校 花岡　竜哉 15"85
松本市 滝内明日美 22"69
松本養護学校 川村　侑己 16"81
松本養護学校 鈴鹿　蛍斗 20"93
伊那市 森本　雄気 20"14
北信保健 望月　美里 37"86
須坂市 牧　　裕美 34"98
松本市 鈴岡　正之 31"29
松本市 佐藤　　昇 25"55
伊那市 武田　美穂 20"28 大会新
佐久市 上原美津江 26"04
長野市 下平美奈子 24"21
松本市 小岩井美智子 26"02

背泳ぎ
25m

長野市 池田　圭佑 19"82 大会新
北信保健 本間　美妃 28"86
飯田市 田中　允人 26"62
長野市 中村　　透 36"65
中野市 飯塚　美貴 30"04
長野市 鷹野　康夫 42"70
長野市 内山　一子 26"22

平泳ぎ
25m

上田養護学校 土屋　輝記 22"31 大会新
駒ヶ根市 倉田　禎寛 22"40
諏訪市 小口　麻希 25"94 大会新
千曲市 竹内　　隆 50"17

バタフライ
25m

松本市 畑　　遼一 17"70 大会新
上田養護学校 山田　彩花 34"64
塩尻市 一之瀬篤弥 19"29
長野市 塚田　剛也 18"98
佐久保健 大澤久美子 32"37

自由形
50m

大町保健 太田　健人 36"77
長野保健 踏分　伸悟 34"87
大町保健 黒田　光輝 56"63
長野盲学校 髙梨　祥平 41"51 大会新※新区分
長野市 笠原ゆかり 53"34 大会新

自由形
50m

長野ろう学校 宮腰　　翔 34"67 大会新※新区分

松本市 岩原　桃香 34"07 大会新※新区分
飯田保健 前田　大介 41"64
茅野市 海野　　東 50"73 大会新
松本市 戸部　　治 54"42 大会新

背泳ぎ
50m

上田養護学校 清水　開斗 1'00"47
伊那保健 小田切義貴 36"82 大会新
長野市 友安　耕平 1'19"10
松本市 中東　郁葉 32"34 大会新※新区分

平泳ぎ
50m

諏訪養護学校 前川　直輝 41"50 大会新
松本市 小祝　千果 43"67 大会新
安曇野市 木下　翔平 39"62 大会新
長野市 坂本　梨紗 1'06"56
飯田市 前島　悠人 52"09 大会新
北信保健 市川　紀歩 54"32 大会新

バタフライ
50m

長野市 池本　夏綺 51"75
長野市 長原　昭子 1'10"89 大会新

200ｍフリー
リレー

ウルトラスターズ
A 2'25"58 大会新

200ｍメド
レーリレー

ウルトラスターズ
A 2'40"14

卓球
種　目 所　属 氏　名 記　録 備　考

卓球

諏訪養護学校 赤池　麗也
長野養護学校 堀崎　英幸
長野養護学校 牧内　元気
松本養護学校 宮川　翔太
安曇養護学校 中埜　咲来
飯田養護学校 宮嶋　　瞳
長野養護学校 渡辺　麗菜
飯田保健 菅沼　友輝
松本市 塩島　洋平
上田市 春原　彩花
飯田保健 山田　修司
飯山市 高澤　　健
長野市 青木　まみ
須坂市 中島　拓哉
長野市 山本　高之
長野市 玉井　英雄
塩尻市 小澤摩由美
松本市 柏木　　杏
長野ろう学校 久保田有紀
長野ろう学校 宮川のぞみ
飯田保健 高橋　正也
伊那市 諸田　博章
駒ヶ根市 池上　真二
駒ヶ根市 松村　英城
千曲市 宮原　善行
長野市 西沢　道隆
上田市 春原　利一
上田市 工藤　修士
小諸市 太田美奈代
佐久市 中澤　真澄
須坂市 丸山　京子
長野市 田鍋ふた江
上田市 山岸まさ江

サウンドテーブルテニス
種　目 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
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アーチェリー
種　目 所　属 氏　名 記　録 備　考
30mダブル
コンパウンド 飯田保健 滝川　　裕 600点

30mダブル
リカーブ

大町保健 宮嶋　香太 546点
上田保健 斉藤あや子 558点
長野市 延藤　麻子 540点
長野市 花崎千恵子 571点

50m・30m
コンパウンド

上田市 石井健太郎 444点
中野市 小田切晶子 559点

50m・30m
リカーブ

安曇野市 市川　光雄 434点
塩尻市 長谷川貴子 534点 大会新
長野市 成竹　精一 423点
長野市 青木　辰子 550点

フライングディスク（アキュラシー）
種　目 所　属 氏　名 記　録 備　考

5m 長野保健 寺島　好万 4投
飯田市 牧島　敏弘 5投

5m

木曽養護学校 吉村　秀謙 4投
松本養護学校 法力　楓奈 6投
飯田市 新間　　稜 8投
上田市 二宮　　圭 10投
木曽保健 橋渡　賢幸 9投
上田保健 相馬　朋未 8投
大町市 田中　　葵 6投
飯田市 船澤　基美 7投
木曽保健 野村　　誠 7投
駒ヶ根市 北原　裕之 4投
須坂市 樽井　秀男 6投
諏訪保健 酒井　朝和 4投
諏訪保健 小林　照秀 7投
佐久保健 谷川みち子 8投
諏訪保健 小林　妙子 3投
松本市 青木　佳代 4投
松本市 小澤　優子 4投
飯田保健 淺岡　忠雄 8投
飯田保健 古田　為則 7投
飯田保健 折竹今朝造 7投
飯山市 竹田　光一 9投
伊那保健 増澤　武雄 5投
駒ヶ根市 木下　武男 5投
須坂市 藤澤　　久 5投
須坂市 小林敬次郎 5投
中野市 柴本　　隆 9投
長野市 本藤　文雄 7投
松本市 安藤　一郎 8投
伊那市 斧研つね子 5投
東御市 高藤　惠子 4投
中野市 柴本美智子 5投
上田市 牧内　正子 6投

7m

安曇養護学校 中川　和也 5投
松本市 細野　優奈 6投
飯田保健 蒲　　啓介 6投
木曽保健 金指　邦子 4投
飯田市 中田　一雄 6投
茅野市 大和　　清 6投

フライングディスク（ディスタンス）
種　目 所　属 氏　名 記　録 備　考

座位 木曽保健 今野　　進 12m07cm
長野保健 寺島　好万 9m10cm

立位

飯田養護学校 藤川　隆晴 18m63cm
松本養護学校 小柴　佳奈 34m88cm 大会新
木曽保健 橋渡　賢幸 25m52cm
諏訪保健 折井　政智 17m55cm
北信保健 小林　剛司 22m84cm
上田保健 相馬　朋未 26m93cm
須坂市 曽我　美加 19m99cm
飯田市 原　　　誠 23m73cm
飯田市 船澤　基美 16m00cm
上田保健 坪沼　二郎 35m02cm
木曽保健 野村　　誠 11m42cm
佐久保健 沢野　正三 35m70cm
須坂市 徳永　潤彦 19m52cm
諏訪保健 小林　照秀 27m15cm
諏訪保健 小池すみ子 11m77cm
長野保健 関口　友子 14m03cm
松本市 青木　佳代 14m80cm
松本市 小澤　優子 16m11cm
飯田市 伊原　耕作 19m66cm
飯田保健 下条　晉弘 17m42cm
飯田保健 折竹今朝造 15m73cm
飯山市 竹田　光一 37m02cm
伊那保健 岡　　　實 16m67cm
須坂市 山岸　　豊 18m60cm
諏訪保健 窪田　　亮 15m49cm
中野市 柴本　　隆 32m02cm
長野市 本藤　文雄 20m99cm
松本市 安藤　一郎 25m53cm
飯田保健 下条和久里 17m63cm
駒ヶ根市 伊藤　良子 16m48cm
東御市 柳沢とよ子 15m20cm
上田市 神代由紀代 20m76cm

立位

松本養護学校 三村　洋一 30m18cm
松本養護学校 笠原優莉奈 24m80cm
飯田保健 蒲　　啓介 38m88cm
安曇野市 池上　　猛 28m97cm
木曽保健 金指　邦子 13m52cm
飯田市 中田　一雄 30m57cm

ボウリング
種　目 所　属 氏　名 記　録 備　考

ボウリング

塩尻市 中野林太郎 275点
須坂支援学校 山本　　富 279点
松本養護学校 原　　昇吾 181点
松本養護学校 山田　　鮎 215点
安曇野市 三浦　　怜 289点
佐久市 山崎　拓真 318点
北信保健 中村　　衛 287点
松本市 木下　哲史 277点
北信保健 北田　瑞穂 185点
松本市 岡田　花純 212点
安曇野市 中澤　　仁 269点
飯田市 辻元　　勝 213点
佐久市 井出　文明 218点
塩尻市 齋藤伸次郎 358点 大会新
須坂市 西山　道夫 210点
松本市 岩垂　竜也 271点
長野市 浜野香代子 189点
松本市 矢嶋　恵子 141点
松本市 瀧澤　恭子 215点
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　長野県内のそれぞれの地区の障がい者スポーツ指導者協議会と長野県レクリエーション協会が中心となり、
スポーツ体験会が開催されました。障がいのある人もないひとも子どもから大人まで一緒になってパラスポ
ーツやレクリエーションなど様々なスポーツを楽しみました。

北信地区　平成29年11月25日（土）中野市　中野市市民体育館
　　　　　平成29年12月24日（日）長野市　長野県障がい者福祉センター
東信地区　平成29年  7月  1日（日）東御市　東御中央公園第１体育館
　　　　　平成29年11月  5日（日）佐久市　佐久市立泉小学校
中信地区　平成29年12月10日（日）塩尻市　塩尻市立塩尻西小学校

　昨年に引き続き、長野県内で障がい者スポーツ体験会が実施されました。
　子供からお年寄りまで、また、障がいの程度に関わらずスポーツを楽しみました。
　それぞれの地区で行われた競技は、ボッチャ、フライングディスク、ユニカール、ラダーゲッターなど。
また、佐久市で開催された東信地区の体験会では世界初のダブルダッチ車いすプレイヤー／平昌パラリンピ
ック「パラアイスホッケー」日本代表の上原大祐さんが登場し、東御市ではリオデジャネイロパラリンピッ
ク「ボッチャ」の銀メダリスト杉村英孝選手と廣瀬隆喜選手、河合俊次監督ら日本代表チームが訪れ大いに
盛り上がりました。

　平成29年７月８・９日（土・日）、29・30日（土・日）の４日間、佐久穂町
茂来館にて初級障がい者スポーツ指導者養成研修会が行われました。今年は32
名の参加者が受講を終了し認定を受けました。座学で障がいについてを学び、
実技では参加者同士が話し合いながら実践する姿がみられました。
　これからそれぞれの場所で活躍されることを願っています。
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　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４月27日（木）に伊那養護学校を訪問したほか、８月18日（金）には長野オ
リンピックスタジアム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。

伊那養護学校 ４月27日（木）

　肌寒さの残る天候でしたが、沢山の生徒の
皆さんが参加してくれました。
　バッティング練習では特大ホームランも飛
び出し大いに盛り上がりました。
　教室の最後にはお礼のことばと記念品が贈
られました。

長野オリンピックスタジアム ８月18日（金）
　障がいのある子どもたちと兄弟姉妹あわせ
て12人が参加しました。
実際に試合で使用するグラウンドに入ること
が出来て子どもたちも大喜びでした！
　選手と二人一組になって準備体操をしたり、
指導をしてもらったり、選手の実演を間近で
見ることもでき、楽しい時間を過ごすことが
できました。

野
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球教
きょうしつ

室

キッズ支
し え ん

援事
じ ぎ ょ う

業報
ほ う こ く

告
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　８月５日（土）・６日（日）の２日間長野県障がい者福祉センターにてサマーキャンプ
を開催しました。子ども達と共に１日目はプール、２日目はスポーツ体験会を行いまし
た。子ども達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日目のプールはレベルに合わせ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、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！

　２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・フロアカーリング・わなげの
６種目を体験しました。

サマーキャンプ

●�とても楽しく参加させていただきありがとうございました。本人もキャンプの申込の時から目をキラキラさせて泊りのキャ
ンプを楽しみに待っていました。子が２日間楽しみ、笑い、動き、他の方を観察し、協調し、考え動ける素晴らしい時間を過
ごすことができて本当にうれしく思います。帰宅後もずっと楽しかったと言っていました。家族では体験させられない素敵
なキャンプ、ありがとうございました。

●�普段できない体験をたくさんできて本人も楽しかった！といって帰ってきました。スイカ割りもめったにしないのでドキドキ
していたそうです。その場で会う方々 とのコミュニケーションをとれていたようなので社交性をさらに高めていってほしいと
思いました。こういう企画をしていただいてありがたいです。ありがとうございました。

●�クロールが泳げるようになって欲しかったので、教えてもらえる良い機会でした。

●�なかなか体験ができないスポーツがいっぱいあったし、みんなでやるスポーツもあったのでよかったです。

●�先生に手伝いをしてもらいながら自分で泳げたのでとても楽しくプールができました。

〜参加者の感想〜
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表

第
だ い

39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

教室：平成29年12月10日（日）／平成30年１月７日（日）
本番のダンス発表：平成30年１月21日（日）

期日：平成30年２月４日（日）
会場：飯綱高原スキー場

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！本番は１月21日（日）
にホワイトリングでダンスを披露しま
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。

大会前日の２月３日（土）午後２時から
午後４時まで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の皆さんの参加を
お待ちしております！
お申込、お問合せは長野県障がい者	
スポーツ協会までご連絡下さい。

今
こ ん ご

後の予
よ 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

14回
か い

長
な が の

野車
くるま

いすマラソン大
た い か い

会

平成30年２月17・18日（土・日）
開催場所：車山高原スキー場
参加資格：県内に居住する18歳以下の障がい児・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30年４月15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）
今回で第14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30年１月19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！！

長野車いすマラソン大会フォトコンテスト開催　
フォトコンテスト募集期間：平成30年4月2日（月）〜4月30日（月）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！！

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！
ご家族の皆さんで参加できます。スキー
やレクリエーションを一緒に体験しまし
ょう！
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温かいご支援ありがとうございます。温かいご支援ありがとうございます。温かいご支援ありがとうございます。

ABC株式会社 信濃毎日新聞社
JAM多摩川精機労働組合 しなのメイト株式会社
JA長野中央会・各連合会・各県本部 社会医療法人恵仁会
K９長野バスケットボールクラブ 社会福祉法人長野県社会福祉事業団
NPO法人あさまハイランドスポーツクラブ 社会福祉法人ながのコロニー
NPO法人スポーツコミュニティー軽井沢クラブ 昌栄高速運輸株式会社
浅間技研工業株式会社 新光電気労働組合
飯田信用金庫 須高建設株式会社
一般社団法人塩筑医師会 諏訪信用金庫
一般社団法人上伊那医師会 双信電機株式会社
一般社団法人上水内医師会 損害保険ジャパン日本興亜株式会社
一般社団法人木曽医師会 第一生命保険株式会社長野支社
一般社団法人更級医師会 高沢産業株式会社
一般社団法人諏訪郡医師会 千曲川ロータリークラブ
一般社団法人諏訪市医師会 中央プリント株式会社
一般社団法人千曲医師会 電機連合長野地方協議会
一般社団法人長野県理学療法士会 トヨタカローラ南信株式会社
医療法人林整形外科医院 長野県商工会連合会
上田信用金庫 長野県信用金庫協会
エフビー介護サービス株式会社 長野県労働金庫
岡谷酸素株式会社 長野信用金庫
株式会社アイデスク 長野電子工業株式会社
株式会社いとう 中野土建株式会社
株式会社井上 長野都市ガス株式会社
株式会社エムウェーブ 長野トンボ株式会社
株式会社荻野屋長野店 長野日野自動車株式会社
株式会社杏花印刷 長野三菱自動車販売株式会社
株式会社相模組 南木曽発条株式会社
株式会社サンタキザワ 鍋林株式会社
株式会社高木酒店（酒のスーパータカぎ） 日本労働組合総連合会長野県連合会
株式会社武重商会 八十二システム開発株式会社
株式会社電算 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 東日本旅客鉄道労働組合長野地方本部
株式会社日本旅行長野支店 ブリヂストンタイヤ長野販売株式会社
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
株式会社前田製作所 フロアバレーボール審判協会
株式会社安井建設 ペンションマ・メゾン
株式会社ユタカ　松本工場 北信身体障害者福祉協会
株式会社ロン・都 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
キッセイ薬品工業株式会社 北陸コカ・コーラボトリング株式会社
共栄電工株式会社 ホテル信濃路
国際ソロプチミスト長野 -みすず 松本信用金庫
佐久ロータリークラブ 松本ハイランド農業協同組合
信濃医療福祉センター 有限会社狭山通信

赤尾正洋 小松昌久 踏分伸悟
浅沼直美 小山高幸 保科清
荒木武貴 斎藤あや子 細江敏裕
有金市隆 酒井雅木 増尾和久
有水聖貴 坂本君夫 町田正
飯田えい子 佐々木正雄 松尾勝永
五十嵐景子 笹田久夫 松林正幸
池田純 佐藤佐紀 松本馨代
井出光男 佐藤則之 丸山雅清
伊東一雄 篠田直毅 水野耕平
伊藤利博 柴田豊 峯村高広
今清水康江 清水久美子 三村一郎
上原孝雄 清水剛一 宮沢いく子
植松美千代 清水清二 宮沢三十四
内山充栄 清水伸 宮沢武利
浦野憲一郎 清水広邦 宮野尾修三
江口昭枝 霜田純子 宮本憲一
大角貞夫 杉本暁史 村上正之
大滝修二 関紘一 村松保男
大滝弘子 瀬在秀雄 守屋正造
大谷悠治 袖山真澄 柳瑞穂
小笠原節夫 田上仁 矢野勤
小澤健 竹田光一 山岸功
小野智子 田中功一 山口駿
大日方倫子 田中優実 山口由華
春日光雄 谷川みち子 山崎芳弘
金沢孝男 田畑文徳 山田秀光
上條房人 千嶋宏典 山本英紀
神代由紀代 土屋清文 由井正巳
唐木弘子 土屋慶子 横林和俊
唐沢清明 遠田昭一 吉池隆幸
唐沢忍 戸田智万 吉田勝光
刈間靖 松本養護学校

同窓会会長 中澤住夫 和田徹
川浦健作 中田たか子 和田誠
北沢榮一郎 中塚誠
北島文雄 永原弘康
北島洋子 仲俣晴雄
北原武夫 中山貴満
北村淳子 成竹精一
倉沢恒雄 羽柴富久美
黒岩丈幸 長谷川誠
監物直美 服部昌夫
神戸正則 半田直道
小林隆男 東美智子
小林武義 平林正安
小林稔 蕗沢正紀
小林靖雄 古澤明雄

協
きょう

会
か い

では賛
さ ん

助
じ ょ

会
か い

員
い ん

を募
ぼ

集
しゅう

しています。
障
しょう

がい者
し ゃ

スポーツにご理
り

解
か い

と
ご協

きょう

力
りょく

をお願
ね が

いいたします。
賛助会員
募集中

　　　3,000 円／年

個 人 会 員Member

１口

　　　10,000 円／年

法人（団体）会員Member

１口
※	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。

敬称略50音順・平成29年11月30日現在
（会員名公表可の方のみ掲載しています）

次の方々にご加入いただいております。

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。

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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