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｢第58回茅野市総合体育大会水泳競技大会　兼　
第2回スペシャルオリンピックス日本・長野水泳競技会」開催

日時　2014年8月24日（日）　　場所　茅野市立北部中学校　25ｍプール

　昨年に引き続き、歴史ある茅野市の市民水泳競
技大会にSOのアスリート21名が参加しました。
　今年は、SON・千葉からも2名のアスリートが
参加。茅野市の小・中学生、高校生、一般の方々
86名と一緒にスタートラインに立てるという素晴
らしい経験をした一日でした。
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スペシャルオリンピックスとは、知的障がいのある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を、年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。
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「スペシャルオリンピックス・南カリフォルニア2014年夏季招待大会」で
金・銅２個のメダル獲得!!

競技リザルト
　畑　　遼一　  25M　背泳ぎ　　　20秒55　　　１位
　　　　　　　  25M　バタフライ　24秒92　　　４位
　　　　　　　  50M　自由形　　　42秒30　　　６位
　宮尾　　旭　  25M　背泳ぎ　　　47秒08　　　５位
　　　　　　　  25M　自由形　　　28秒11　　　３位
　大塚　晃平　100M　自由形　　　２分20秒20　５位
　　　　　　　  50M　自由形　　　１分01秒90　８位

2014年６月６日―８日　
　来年の世界大会のプレ大会が開催され、長野県からは水泳競技に４名（アスリート３名、コーチ１名）が参加し
ました。アスリートたちは、競技はもちろんのこと、大学の寮に宿泊したり、現地のボランティアの皆さんと親睦
を深めるなど、有意義な時間を過ごしました。

アスリート　宮尾旭
　バタフライでは水中メガネがはずれて前が見えなく

てうまく泳げなくて悔しかったけど、背泳ぎでは金メ

ダルがとれてうれしかったです。これでご褒美のコナ

ンのまんがをゲットだ～。自由形は予選では一位だっ

たけど、決勝ではもっと早い人がいて、追いつけませ

んでした。日本に帰ったら、もっともっと練習して、

リベンジしたいです。プリクラのイベントもとっても

楽しかったです。引率していただいた金箱コーチや

SOのスタッフの皆さん、ありがとうございました。

アスリート　畑遼一

アスリート　大塚晃平
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全体合宿 in 蓼科

2014年第３回スペシャルオリンピックス日本・長野フロアホッケー競技会

2014年６月29－30日

2014年4月27日（日）　東御中央公園第２体育館

　年に一度、全県からアスリート、コーチ、ファミリーが集まり、
親睦を深める恒例の合宿。今年は160名が参加し、１日目は全員
で運動会。２日目は、ボッチャ体験、トレッキングに挑戦しました。
　また、コーチは、救命救急法の講習を受講、ファミリーは専門
講師を招き成年後見人制度の勉強会を開催する等、有意義な１泊
２日を過ごしました。

　アスリート58名、コーチ25名。ＳＯＮ・東京からも参戦。日頃の練習の成果を発揮しました。　　
　当日は、東御市長　花岡利夫様はじめ、東御市議会議長 青木周次様、東御市教育委員長 牛山廣司様が、
開会式、競技観戦、表彰式、閉会式にお越しくださいました。ご多忙の中、ありがとうございました。　
競技リザルト
　１位　ＳＯＮ・東京
　２位　ＳＯＮ・長野Ｃ（軽井沢・松本・いほくチーム）
　３位　ＳＯＮ・長野Ａ（長野・いほく・いいだチーム）
　４位　ＳＯＮ・長野Ｂ（上田・軽井沢チーム）
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認証状授与式
4月12日（土）

　有森裕子理
事長より認証
状をいただき
ました。

コーチクリニック

｢2014年軽井沢国際女子テニス大会 SOテニス交流会｣合宿

4月１2日（土）　軽井沢

5月17（土）―18日（日）

　陸上競技、テニス、ボウリ
ングの３競技を同日４会場で
開催し、47名に修了証が授
与されました。

　軽井沢で行われた国際女子テニス大会に併せて、テニス合宿を行いま
した。24名のアスリート・コーチが参加して、太田沙苗プロや大会本

部坂田コーチか
ら手ほどきを受
けました。太田
プロのご両親も
ボランティアで
参加してくださいました。また、大会本部からはコー
ト代はじめたくさんのご協賛をいただきました。あ
りがとうございました。



5

　色えんぴつ25号後、2014年8月末現在の実績ですが、万が一記載もれがありましたらお許しください。

セイコーエプソン株式会社 富士ゼロックス長野株式会社 ホクト株式会社 株式会社サーキットデザイン
JA長野県グループ 長野大学後援会 信州ふるさと便事業部 株式会社ティアマリア
丸美屋食品工業株式会社 国際ソロプチミスト長野 国際ソロプチミスト長野ｰみすず 株式会社タヤマスポーツ
東御市 東御市教育委員会 軽井沢国際女子テニス大会本部 日本女子大学桜楓会長野支部
茅野市 茅野市教育委員会 茅野市水泳協会

西丸　　栄 米倉　美香 北村登美子 福士美奈子 轟　　久美 池田喜美子 諏訪　一子 小池　邦子
花岡　圭子 増田　篤子 増田　　文 松島　直美 西　　朋子 モイスティーヌラポーレ 美容室コレット
佐々木豊子 島田　基正 森千　夜子 竹内　茂子 滝沢佐恵子 中山しづ子 清水えみ子 林　　道子
小坂まり子 笠間　和子 宮澤　昌子 大橋みち江 永井　裕子 加藤　明美 八木千恵子 水科　利恵
中村　初子 鈴木　和正 鈴木　志伸 鈴木れい子 松井　幸子 谷口　憲子 納富　眞弓 市川　孝子
太田喜代美 嶋田万里子 小林　敏子 石井　久子 中村千寿子 若林紀美子 渡邉　　務 宮澤左知子
山田　行人 伊澤喜久子 太田かおり

高橋　聖明 若麻績享則 諸橋　賢二 柴田　博康 杉本　幸治 竹村　幸則 監物　直美 山田　行人
吉田由美子 綿貫　隆夫 土屋龍一郎 堀内　豊彦 伊藤紫一郎 宮沢　忠雄 宮澤　政男 小出　郁子
伊澤喜久子 太田かおり 関　　豊春 伊藤　成二 山田　清美 宮下　和彦 渡邉　　務 若林紀美子
中村　　通 小山　　明 小木曽優介 中村　晴文 宮林　榮一 畑　信太郎 土屋　達夫 両角　久美
植松美千代 伊東　宏晃 山崎　典久 内村　孝英 宮下　　智

長野支部
丸山　信子 田村さおり 田村　賢治 山倉奈夫美 山浦　昭男 宮澤左知子 山川ゆかり 竹内　忠雄
赤沼　大地 赤沼　伸一 赤沼　星哉 大井　大輔 大井　晴美 吉田　空未 吉田由美子 井上　友博
井上　文子 山口　健司 山本　杉樹 山本　静代 長坂　圭子 小山　　明 小山　　香 小山　海斗
中村　文昭 久保田　寛 久保田澄子 和﨑　愛実 小林はま江 横谷　徳子 宮澤　幸博 宮澤　　淳
丸山　祥汰 丸山　正祥 春原　紀子 長坂　尚武 池本　夏綺 池本　昭子 和﨑　綾子 本堂　　敬
本堂　敬祐 宮林　裕子 宮林　　功 髙橋美枝子 田丸　美佳 田丸　明衣 花岡　大吾 花岡　千生
磯田　史豊 磯田　光司 佐藤　和秀 田中　允人 山岸　義徳 金山　幸信 竹内三枝子 竹内　和茂
中村　裕香 中村　美穂 中村登美枝 稲本　怜音 稲本　正幸 山口　恵司 高橋　正幸 横谷　梨央
春原　　翔 山岸　一徳 小出　寛子

上田支部
泉田　裕香 泉田　裕章 大塚　史緒 大塚　歩夢 大塚　南萌 大日方　剛 大日方由美子 笠原　正人
笠原　恵子 北沢　真吾 北沢美智江 木下　翔太　 木下　優子　 甲田　智美 甲田　文代 甲田　靖典
甲田　令子 小林　健志 小林　寿子 小林　隆志 小林千恵子 澤山　　俊 澤山千恵子 春原　弘子
春原　歳子 関　　智徳 高橋　一生 高橋　美恵 高寺　隆浩 高寺　徹夫 高橋　君則 高橋　奈月
高橋　幸枝 竹花　和磨 竹花　好子 竹花　幸宏 竹花　節子 中村　文茂 中村のり子 中村みどり
中村　福江 二宮　　圭 二宮　明美 平野　元章 増田ゆかり 松下　雄也 松下　則子 水沢　　準
水沢　朝子 八重澤裕治 八重澤きみ子 矢部　　直 矢部　繁晴 山崎健太朗 山崎　恵子 山崎　拓真
山崎　文枝 渡辺　文博 渡辺三恵子 赤羽　聡子 大澤　哲夫 尾島　信子 芹澤　優一 竹内　啓子
武田　彩音 南波　美幸 宮坂　和代 宮下　光子 森　　恵美 渡辺　康子 中村　　哲 倉島紗弥香
小木曽英二 若林　巧士 牛山　邦夫 小木曽英二 曲尾　徳幸 曲尾　ヤエ 高橋　乙生

佐久支部
石川　祥平 石川　　武 大塚　悠平 大塚　隆史 菊池　義彰 木村　景二 小林　美香 小林　　茂
小宮山知世 小宮山孝江 柴田　　剛 柴田　　勝 新海　祐也 関　　愛莉 関　　明彦 相馬　　強
高見澤　良 高見澤雅人 東城　　雅 東城　理子 巴　　将也 成沢　伊織 成沢　一郎 古越　健太
古越　芳子 堀内　萌花 堀内　　満 森泉　花菜 森泉　貞雄 森下あゆみ 三木ヒカル 土屋　悠士
中村　育広 森泉　　仁 中澤　朝幸 小山さち子 添田麻里子 古畑　希代 土屋智恵子

皆さまのご支援・ご協力に感謝いたします

  寄付・協賛・協力企業、団体、個人 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　　（敬称略・順不同）

  賛助会員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　（敬称略・順不同）

  社　　員 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      　（敬称略・順不同）
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2014年度賛助会員募集！（会員期間　2014年１月～ 12月）

　年会費　個人　一口 　　　　　　　　　  6,000円
　　　　　企業・団体　　　　　　　　　 10,000円
　　　　　小・中・高・大・専門学校生　　1,000円

 郵便振替口座　00500－1－82416　　ＮＰＯ法人ＳＯ日本・長野

○「2014年第６回スペシャルオリンピックス
日本夏季ナショナルゲーム・福岡」　参加

　　　2014年11月１日（土）～３日（月・祝日）
　　　アスリート　31名
　　　団長・副団長・コーチ・スタッフ　13名
　　　参加種目　水泳競技、陸上競技、ゴルフ、テニス、ボウリング

○「2015年第２回スペシャルオリンピックス日本
東海・北信越ブロック冬季ブロック大会 in 長野」

　　2015年１月31日（土）～２月１日（日）　　　於　菅平高原
　　アスリート　約150名　　コーチ・スタッフ　約70名　参加予定

軽井沢支部
石塚　　賢 内堀　　遼 荻原　淳一 工藤　　恵 佐藤　裕介 柴田　　康 中田　裕美 南沢伸太郎
安本　安紀 村田　吉見 横田　健利 岩井　竜太 岡村　広生 荻原　徳博 春日　俊彦 加藤すみ子
加藤　三子 小林　利郎 沢野　正三 志村今朝文 下島　敏美 谷川みち子 鳴澤　嘉彦 羽柴富久美
平林　和一 丸山　智之 丸山　善彦 金杉陽一郎 荻原　秋代 工藤　康子 佐藤かづみ 柴田　竹男
中田たか子 南澤　明子 宮本久美子 村田　友枝 横田　呂美 金杉　貞子 行田　伸一 小須田健児
上原　達男 小西　　等 小松　紀男 市村　直樹 原田　　修 西澤　秀子 中山カヲル 西　　恂子
内堀　成龍 遠藤　正幸 由井　寿機

松本支部
松崎佳雅里 下條　大介 小林　貴大 中島　香織 松沢　和絵 松沢　　猛 西片　亮史 小林真利子
松平　裕介 松澤　和絵 大槻久見子 松本　英子 赤羽美加恵 畑　　遼一 畑　信太郎 木下　翔平
上條あけみ 金箱　英己 矢口　貴久 一之瀬篤弥 一之瀬政貴 小松　正和 小松　陽子 増田　貴幸
浅井　洸太 青木　謙太 宮本　若奈 長峯亜梨紗 後藤由香里 増田由美子 渡辺　啓介 渡辺　　勉
大貫　　蓮 大貫　義之 松崎　　誠

諏訪支部
今井みらい 今井　和香 坂野　圭祐 坂野　洋子 大塚　晃平 大塚　恵子 森畑　日凱 森畑有希乃
伊藤　　謙 伊藤　裕子 宮尾　　旭 宮尾　和裕 伊藤　楓華 名取　琥珀 名取　香織 宮坂　和昭
小坂　泰夫 倉田　禎寛 倉田　龍郎

いほく支部
伊東　裕二 伊東　久子 小口　恵子 武田　雄高 大﨑　克哉 大﨑やゑ子 花井　　良 花井　祐子
小島　政寿 小島　徳二 柴宮　翔太 芝宮　青子 森本　雄気 森本理恵子 関口さとみ 関口須美子
白髭　和幸 白髭　好子 米山　　豊

いいだ支部
明星学園 夢のつばさ 親愛の里松川

その他
清水　淳子

今後の予定


